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＜点 鐘＞ 会長 永家 将嗣 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理＞ 

 

＜会長の時間＞ 会長 永家 将嗣 
 

皆さんこんにちは、今月は「世界理解月間」ですので少し

ご説明をします。1905 年 2 月 23 日は、ポール・ハリス、

ガスターバス・ローア、シルベスター・シール、ハイラム・

ショーレーの 4 人がシカゴで初めて会合を開いた日でこ

れはのちにロータリーが誕生するきっかけとなり、2月 23

日がロータリー創立記念日となりました。 

さらに 2月 23日に始まる 1週間を「世界理解と平和週間」

と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調することを決議しま

した。 

しかしながら 1945

年以来 120 を超える

深刻な武力紛争が

2500 万 人 以 上 の

人々を犠牲になり、

今日に至るまで中東

を中心に紛争やテロ

が続いています。 

国際ロータリーでは、

国際的な政治問題に対する団体声明を出すことは禁止さ

れていますが、平和と正義の原則に基づき国際的難問を平

和交渉によって解決するために、自己の影響力を行使する

ことは進められています。 

その一つが平和への担い手を育てるロータリー世界平和

奨学金プログラムがあります。 

国際ロータリーでは、2002 年に始まる国際問題の研究を

目的としたロータリーセンターを世界の７ヶ所に開設す

ることにしました。このロータリーセンターは著名な大学

と協力関係を結ぶことによって、平和・紛争をはじめ世界

理解の分野における最先端の研

究を行ない、これに多くの団体を

リンクさせて紛争を解決するよ

う努め、平和に満ちた環境をもた

らすことを目指すという大きな

目標を掲げています。 

このロータリーセンターで研究

に従事する｢ロータリー世界平和

奨学生｣は、普通の国際親善奨学生と異なり、紛争解決の

要点や、平和研究を含んだ修士課程の２学業年度、研究に

従事することになりますが、これまでの実績をあげますと

2002年から 2006年までの 3期で 194名の奨学生を出して

います。その中で海外のジャーナリズムによって｢小さな

巨人｣と称された国連難民高等弁務官の緒方貞子氏は、こ

の世界平和奨学生の先駆者ですが、このような人を一人で

も多く育て、世界に向かって送り出すことが、今、最も大

切なことではないでしょうか。 

2 つ目に平和と開発に関する会長主催会議の開催があげ

られます。これは RI 会長が各国の代表に声かけを行い紛

争防止の会議を行います。 

2 月のガバナー月信にも掲載されていましたがロータリ

ーメンバー１人一人が平和に目を向けることにより、120

万人を終結すれば思いもよらないことも可能であり「120

万人の中にいるという意識を持つ」ことが大切だと思いま

す。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 高原 清人 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・交換学生オリエンテーションについて 

  日時：3月 8日（日）11:00～ 

  会場：ホテルグランヴェール岐山 

  会費：3,000円 

○加茂東ロータリークラブより 

 ・クラブ解散について 

 ・会報 

○高山ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

 日時：3月 12日（木）12:30～ 職場訪問例会 

 場所：濃飛乗合自動車 

 

 

  

◆会長  永家 将嗣   ◆幹事  高原 清人   ◆会報委員長 岩垣津 亘  ◆会報担当 足立 常孝 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1036 回 
55 名 54 名 43 名 － 79.63% 

前々回 

1034 回 
55 名 54 名 36 名 3 名 72.22% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2014～2015 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「心に響き 心に残り そして心が熱くなる」 
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＜本日のプログラム＞  
 

出席/プログラム委員会 松之木 委員長 
 

 

 

ガバナーノミニーの時間 

 剱田ガバナーノミニー 
 

RI では毎年 2 月を「世界理解月間」と定めております。

世界平和に不可欠な国際理解と親善を深め、個人或いはク

ラブレベルで世界社会奉仕を中心としたプログラムを行

うよう要請されています。 

また、2 月 23 日は、最初のロータリークラブ会合が開か

れた記念日であり、「世界理解と平和の日」とし、毎年 2 月

23 日に始まる 1 週間を世界理解と平和週間として遵守

されている。各クラブは、この特別週間にはロータリーの

国際理解と友情と平和への努力を強調しなければならな

い。とあります。 

ロータリーの最初の例会には、ポール・ハリス、シル ベ

スター・シール、ガスターバス・ロア、 ハイラム・ ショ

ーレーの 4名が参加した. と言う事なっていますが、国際

ライオンズの文献によれば、1905年 2月 23日、ロータリ

ーの最初の会合が開かれた際、その場所にレジナルドが同

席しており、ロータリー最初の会合は 4人ではなく 5人で

あったと記載されています。その後レジナルドはララミ

ー・ロータリークラブの副会長を経て、国際ロータリーの

事務局に務めますが、1930 年に国際ライオンズに移り、

組織に壊滅的打撃を与えます。 

ロータリーは変革と発展の歴史ですこの機会にロータリ

ーの原点を見つめ、私たちは、たくさんの人達のお力添え

を頂いてロータリー活動が出来る事を感謝し奉仕活動を

進めていかなければならないと思います。 

昨年ディズニーアニメ映画『アナと雪の女王』が大ヒット

し、「ありのまま」という歌詞のフレーズが流行語大賞に

もなりました。ありのままとは努力や忍耐を放棄し現状に

安住し堕落するという意味ではありません。私達はこの世

界にご縁をいただき、たくさんの恩恵によって生かされて

います。生きるということは平凡なことではなく、いわば

奇跡のようなことなのです。日々頂いているたくさんのご

縁や恩恵に思いを馳せるならば、「ありのまま、今のまま」

でも充分に幸せであり満たされているということに気が

つきます。ありのままとは現状を否定することではなく、

現状に安住することでもなく、今の幸せに気がつく事です。 

最後に、 

物事には全て原理原則があります。どのような場合にもあ

てはまる原理原則を学ぶことにより、あらゆるケースにお

いて自分で判断できるようになるのです。時空に関係なく

必ず成立するのが原理原則です。ロータリーにも原理原則

があります。わたしは、ガバナーノミニーを拝命してから、

ロータリーの原理原則は何か、ロータリーとは何か考えま

した。ロータリーには、千差万別、１００人１００様のい

ろんな考えがありますが、私は、ロータリーとは、思いや

りの心、助け合いの心だと思います［奉仕の理念］この心

は、誰の心の中にもあります。ただ私たちは、資本主義の

厳しい自由競争の中にいますから、どうしても、本能的、

利己的になっています。それを、本来人間が持っている（思

いやりの心、助け合いの心）を本能的、利己的な心を抑え

て、思いやりの心、助け合いの心で周りを潤していくのが

ロータリー運動であり、思いやりの心、助け合いの心でク

ラブを潤していくのがクラブ奉仕、思いやりの心、助け合

いの心で仕事をするのが職業奉仕、思いやりの心、助け合

いの心で地域社会、国際社会を潤していくのが社会奉仕、

国際奉仕ということになります。そして思いやりの心、助

け合いの心を作り人格形成する所が例会と言う事になり

ます。 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

早いもので今年も二ヶ月が過ぎようとしており、そろそろ
花粉の時期となり、苦しんで見える方も多いと思います。
早めの予防で乗り切りましょう。 理事役員一同 
 

本日の例会は剱田ガバナーノミニーの時間です。豊富な話
題の中からの卓話をよろしくお願いします。 松之木映一 
 

次回の例会は、職業奉仕委員会担当です。4名のスピーチ
の方々よろしくお願い致します。 田中 雅昭 
 

先日の市民時報の記事にダイエット前の写真を出して頂
きありがとうございました。今度はダイエット後の写真を
お願いします。 山本 辰男 

 
 
 
 
 
羊のピンバッチ初めて付けました。とてもいいです。西倉
さんご紹介頂きありがとうございました。恥ずかしながら
パソコンで「突き指」をしてしましました。魔性の指が負
傷の指になっちゃいました。 大保木正博 
 

明日は雫宮祭協賛金第 1回目の締切り日です。志のある方
が見えましたらよろしくお願いします。 都竹 太志 
 

次男が無事に卒業旅行から帰って来ましたのでニコニコ
へ。 高木 純 
 


