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未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 

２０２２－２０２３年度 
ＲＩテーマ 

第２６７３回例会  

令和４年７月１５日 

クラブアッセンブリー 

＜会長の時間＞ 

先週RIテーマであるイマジンロータリーの紹介の中で、ジョン

レノンの話に触れダコタ・ハウスにて凶弾に倒れたことについて少

しお話をさせて頂きました、本日はその続きを考えていましたが奇

しくもその約一時間前に安倍元首相が銃撃事件でお亡くなりなっ

たことを受け、またの機会があればと思います。 
当日私は 11 時半頃からメディアをシャットアウトしていたので、

この重大事件を全く知らぬまま例会を始めました。情報を知ってい

た会員の皆さんは会長の時間の時に何か違和感はございませんで

したか？ 
 安倍元首相の銃撃事件は大変ショッキングな出来事であり、一週

間たった今も喪失感に苛まれています。歴代総理大臣通算在任日

数・連続在任日数ともに最長であったことを始め、アベノミクスで

国民をワクワクもドキドキもさせ、2020年東京オリンピックの開

催国として2016年リオ・オリンピックの閉会式にスーパーマリオ

に扮して登場するなど、ユーモアにもあふれ、日本首相がこんなこ

とするのかと思うくらい、愛くるしく思う瞬間もありました。外交

には精力的に働き、特にアメリカとはあの難しいとされるトランプ

大統領に絶大な信頼を得て、G7首脳会談では取りまとめを任され

ました。またオバマ大統領と共に広島平和記念公園で被爆者とふれ

あい、パールハーバーでも追悼施設「アリゾナ記念館」を訪れ、太

平洋戦争開戦のきっかけとなった1941年の真珠湾攻撃の犠牲者に

対して哀悼の意を表明しました。これは両首脳にとって大きなレガ

シーとなったと評価されています。 
それに反し消えた年金問題、モリカケ問題、桜を見る会等などグ

レーの部分も多々あり賛否分かれるところです。秋には国葬をとの

岸田首相の発言により野党からは批判の声が上がっていますが、個

人的には日本が誇れる立派な首相だったと思います。 
 付け足しです。当然私には政治信条的なことはございませんが、

つい先日の参院選投票日いつも通りうちのかみさんと会場で投票

を無事済ませ、帰ろうと外に出ると若いというか可愛い女性が近寄

ってきました。そして少し時間よろしいでしょうかと…うちのかみ

さんは察知したのでしょう、さっさと家路へ向かっていきましたが、

その彼女は参院選あなたのご意見をお聞きしたいのですが…と

色々質問されました。ツイツイといろいろ答え楽しい時間でした、

名刺も貰いました。一夜明け新聞に目を通すと何やら聞いたことが

ある名前の人が何か積極的なタカ派的なことを言ったことが掲載

されていました（もっとたくさん楽しい話をしたはずなのに殆どが

切り取られている）それでも私が選挙権を得てから初めの良い経験

でした。 
この話の締めくくりに、こんな良いことが掲載してありましたの

で読み上げます。 
 
 

政治とロータリーに関して ＲＩとその加盟クラブは、党派的政

治声明を発表する事を控えなければならず、かつ、ロータリアンは、

政治もしくは行政当局にいかなる団体的圧力もかけてはならない。

しかし、次のことを行うのはロータリアンの義務である。 
クラブ内では、世界理解と平和というロータリーの目的の追求と、

自己の職業および地元地域への奉仕に影響を及ぼすものに限って

は、地元地域および世界各地の政治状況を検討する。問題を公平な

立場で且つ、全体で討論し合った後、各会員がそれぞれ自分自身の

結論を下せるよう、釣り合いの取れたプログラムと討論を通じて信

頼できる情報を得るものと期待されている。 
クラブ外では、すべての人々の尊さを理解し、個人の必然的人権

を尊重することを言葉ばかりでなく立派な行為で推進するために

出来るだけ多くの合法的グループ及び団体で個人としてロータリ

アンとして自覚していきたいものです。 
 
 

＜幹事報告＞  

◎ガバナー、地区大会実行委員長より 
・2022-23年度地区大会のご案内 

日 時  10月22日（土）13：00～オープニング 
       23日（日）閉会点鐘12：30  

     場 所  長良川国際会議場    
   登 録    7月29日（金）まで  
◎ガバナー、研修委員会委員長より 
・クラブ研修リーダーセミナー開催のお知らせ 

日   時  8月27日（土） 受付昼食11：00～ 
        点鐘12：30 終了14：40 

     場   所  岐阜グランドホテル    
   参加要請    クラブ研修リーダー  
＜例会変更＞ 

可  児  … 8月11日（木）は、山の日により 休会 
8月25日（木）は、納涼例会のため  変更 

＜受贈誌＞ 
高山中央ＲＣ（活動計画書）、下呂ＲＣ（活動計画書）、米山記念 
奨学会(ハイライトよねやまvol256) 

 
 

 

 

 

 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２６名 － ２６名 ３５名 ７４．２９％ 

＜出席報告＞ 
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＜本日のプログラム＞   クラブアッセンブリー 

会員増強委員長  松田 康弘 

遠藤部門長のもと、田近副委員長と

ともにクラブ活性化のために会員増

強活動に努めてまいります。 

基本方針としまして、新会員増強と現

会員退会防止を両輪に、ロータリアン

として相応しい人材の発掘を 1 名で

も多く行うよう努めてまいります。 

具体的には皆様に随時ヒアリングをさせていただき新会員候補

者をリストアップしたいと考えております。特に過去会員であった

次世代の方への声掛けを積 極的に行ってまいりたいと思います。 

クラブ会員の皆様におかれましても積極的なご推薦を下さいます

ようよろしく お願いします。 

 

 

職業分類・選考委員長   阪下 六代 

副委員長は挟土貞吉さんです。 

本委員会の基本方針は、「職業全般の

見直しを行ない、バランスの取れた会員

構成に努める。」ですが、要は、会員増

強を下支えするために創意、工夫を重ね

るということに尽きます。 

どれだけでも、松田会員増強委員長の活動の一助になれるよう尽

くしたいと考えております。 

 

 

職業奉仕委員長  田中 晶洋 

副委員長は平義孝さんです。 

基本方針は「自身の職業において努力向

上、切磋琢磨することによって社会に貢

献し、ロータリアンとしての誇りを持と

う。」です。 

職業奉仕については、自分自身今までは正直具体的なイメージが

つかめませんでした。何をもって職業奉仕というかということにつ

いては、今まで数々の議論がされてきたと思います。よく引き合い

に出されるのが近江商人の「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」

の三方良しの精神です。顧客の為に値引きをするのが善だという理

論を聞くことがありますが、もちろん安く買えることも大切ですが、

そればかりとは思いません。他店よりも高いけれど、他店では得ら

れない満足を提供しますという姿勢が、顧客も満足し、売る方も利

益を得て経営が継続でき、税金も納めることが出来て、本当の三方

良しなのだと思います。また、他者と競合した時には、譲り合いの

精神も良いのですが、真剣勝負で戦ってこそ切磋琢磨してお互いに

成長出来て本当の意味で職業奉仕なのではないかと思っています。

相手の足を引っ張るのではなく、自己の出来うる最大限の力で戦っ

てこそ自分の為にもなり相手にも敬意を払うことになるのではな

いかと思っています。これらをロータリーとしてどう落とし込んで

いくかについては、これから検討していきたいと思っています。 

 

 
 

社会奉仕委員長  杉山 和宏  

 副委員長は米澤久二さんです。一

年間よろしくお願いいたします。 

基本方針は「ロータリークラブらし

い社会奉仕活動を実践することで、地

域社会に貢献する」としております。

本年度は補助金を活用した大きな事

業等は計画しておりませんが、６月９

日に担当例会を予定しております。方針にもありますように、地域

で奉仕活動に取り組んでいらっしゃる方などをお招きして卓話を

いただき、今後のロータリー活動に活かしていきたいと考えていま

す。 

また、委員会活動とは異なりますが、オンライン例会を開催する

にあたり、職業柄、機材の用意をお手伝いさせていただきました。

カメラを４つ搭載して３６０度映すことができ、またマイク、スピ

ーカーも一体となったものです。より良い例会運営ができるよう対

応していきますので、合わせてよろしくお願いいたします。 

 
 
 
国際奉仕委員長  長瀬 達三 

本年度の当委員会の基本方針は、 

「海外のロータリークラブがコロ

ナ禍を経てどのように活動してい

るのか調査すると共に、これまで

の当クラブの活動内容を振返る。」 

です。 

具体的には、私は英語を操ることができませんが、例会時の検温

や手指消毒、マスク着用や黙食、ロータリーソングの黙唱や衝立の

設置など、我がクラブで実施されているウィズコロナ対応と他国の

対応を比較検討してみたいと考えています。 

  これまでの当クラブの活動を振返る、という点については、予

算にもあります通り、毎年「飛騨高山国際協会」や「高山デンバ

ー友好協会」という団体に寄付をしています。これらの団体がど

のような団体で、当クラブとどのような経緯があって毎年寄付す

るようになったのか、これまでの引継ぎもなく不明です。 

 惰性で寄付行為を続けるのではなく、我々のロータリー活動にお

いて必須な活動であるか否か、当初の経緯から調査したいと思い

ます。 

  また、担当例会については、これらの調査結果の発表をする機

会とさせていただければと思います。 
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青少年奉仕委員長 井口 大輔 

昨年に引き続き委員長という大役を

振り当てた垣内会長をあまり困らせ

ないように自分なりに勉強させて頂

くつもりでおりますので、1年間宜し

くお願い致します。 

今の時代だからこそ価値のある義務

教育課程における皆出席を達成する生徒への表彰をはじめ、スポー

ツ・芸術といった活動への協賛を通じて未来ある青少年への文化継

承を支援させて頂きます。 
 
そして当委員会活動の目玉となる[キャリア教育を考える会]の出前

講座では、青少年が自分の将来・生まれ育った故郷の将来について

具体的に考える機会を作りたいと考えます。 

皆様にケツを叩かれ蹴られながら押して頂き、１年邁進していきた

いと思いますのでご指導頂きますようお願い致します。 

 

 

ロータリー財団委員長 斎藤 章 

副委員長に折茂 謙一さんで担当し

ます。 

ロータリー財団への寄付を現行どおり

全会員150ドルずつお願いする。地区補

助金を活用し活動を行うことを基本方

針としております。 

当クラブは、以前より一人150ドルを頑張って寄付してきました

ので、ロータリー財団年間協力優秀クラブ賞を過去十数回受賞して

おります。最近では、地区補助金を利用して、補助金事業を続けて

行って来ました。本年度は残念ながら事業はありませんが、また次

年度に期待したく思います。例年、寄付金の主体として会費に上乗

せして特別会費として２万円頂いておりましたが、昨年度はコロナ

禍による休会の食事費用を中心に補填し本年度は特別会費２千円

を上乗せして150ドル寄付を考えます。別枠として、ポール・ハ

リス・フェロー、ベネファクター（いずれも1000ドル）の有志に

よる寄付もお願いしたく思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

米山奨学委員長 内田 幸洋 

今年度7月時点で功労者は12名です。

また協力者は13名、未協力者は新会

員も含めて13名です。協力者は功労

者になっていただく様に要請させて

いただきます。また未協力者はぜひ功

労者あるいは協力者になって頂きよ

うお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

全国のコロナ感染者が急増中です。今年度始まったばかりの当クラ

ブ例会・活動が継続できる様願っています。本日も先週に続けてク

ラブアッセンブリーです。委員長の皆さん一年間の活動計画と意気

込みを是非お話し下さい。よろしくお願いします。 

●堺 和信さん 

2年前から経済産業省所管の｢ＩＴ補助金｣を申請しましたが、昨年 

6回目の申請でようやく｢交付決定通知書｣が送られてきました。こ 

れまでは、事務の効率化やペーパーレス化するためにソフトやハー 

ドを導入する、という内容で苦労して作文してきました。同じ内容 

でグループ会社も申請していましたが、そちらは3回目で｢交付決 

定｣し、何を基準にしているのかが分かりませんでした。しかし今 

回から｢インボイス制度への対応｣を含めた新たな枠組みが出来、こ 

れまでの作文は全く要らなくて、会社の事業内容を書くだけで通り 

ました。おまけに、これまで補助率が１／２でしたが今回は２／３ 

と増え、6回も苦労して申請した甲斐がありました。久々に「合格 

通知」を貰った気分で嬉しかったのでニコニコへ！  

●長瀬 達三さん 

一年振りの例会参加となります。ご迷惑とご心配をおかけ致しまし 

た。未だに新会員気分ですが、先日在籍10周年の記念品を頂き驚 

愕いたしました。ふつつか者ですが今後ともよろしくお願い致しま 

す。 

●塚本 直人さん 

今週、垣内会長に洗濯機と冷蔵庫を自宅に設置していただきまし 

た。静かに洗濯が出来るようになり家内は大満足です。嫁入り道具 

の冷蔵庫も21年経って見違える綺麗さです。ありがとうございま 

す。今日は出張のため欠席です。例会中は都内を移動中のためオン 

ライン参加出来ず残念です 

●内田 幸洋さん､斎藤 章さん､米澤 久二さん､田中 武さん､ 

下屋 勝比古さん､田中 晶洋さん､田邊 淳さん､松田 康弘さん､ 

中島 一成さん､堀 幸一郎さん､冨岡 恒重さん、 

先週の例会直前に凶弾に倒れた安倍元首相がお亡くなりになり、12

日に葬儀が執り行われました。別れを惜しむ多くの人に見送られ天

国に旅立たれました。日本国民を8年8ヶ月の長きに渡り首相として

導き、重責を務められたことに心より感謝を申し上げます。ありが

とうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。 
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