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＜点 鐘＞ 会長 永家 将嗣 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞  

 

＜会長の時間＞ 会長 永家 将嗣 
 

皆さんこんにちは、ようやく歩道や車道から雪も無くなり

3 月に入り春の兆しを感じ少し気分も高まってきたよう

な気がしますが、季節の変わり目でもありますので皆さま

体調には御留意下さい。 

さて今月は識字率向上強化月間です。先日お話しましたよ

うに識字率向上を目的にカンボジアの学校に JHP を通じ

て文具を送るように手配をさせて頂きました。皆さまから

頂きました募金合計 55,050 円を使ってカンボジアの企業

から文具を購入し農村の学校に寄付します。 

なぜカンボジアなのか？という事ですが、カンボジアは

1975．4～1979．1 までのポルポト政権下でポルポトに服

従しない知識人は全て殺され教育が滅茶苦茶になりまし

た。4 年のポルポト政権下で人口の１/４の 400 万人が殺

害されました。この影響で現在でも 60％の人が字を読め

ません。そして郊外農村の貧しい子供が貴重な労働力です

ので、学校に行ける子は 65％ 学校に行けない子 35％の割

合です。学校に行ける子供も学校が 2部制なので午前か午

後のどちらかしか行けません。そして農村部の学校は木造

で古かったり、壁がなかったりとまともな建物が少なく、

雨の日は授業が出来ないところもありました。そういった

現状から世界で一番教育が遅れている国といわれました。 

そこで JHP 学校を作る会 japan team of young human 

power （学校・教育をテーマに人道的支援を志す若い人が

集まる NGO・NPO）がカンボジアに 1993年から学校づくり

を始めていて現在 300棟を超える学校を作っています。 

私も全国の仲間 9社と JHPを通じて 6年前からカンボジア

の学校づくりを行っていて現在 3 棟の学校を建ててきま

した。 

そして 6 年前の学校引き渡し式の時にお聞きした教育省

長官挨拶「勉強することが出来るから、たくさんの人が家

も建てられ皆喜んでいるだから皆さんもこの校舎で、たく

さん学んで自分達の幸せをつかんでほしい」というお話や

子供たちの姿を見て、いかにカンボジアの子どもたちが勉

強に飢えているのかを感じましたし文具を買うのも大変

な状況であることもわかりましたので、高山中央ロータリ

ークラブとしてここ 3 年間カンボジアの学校に文具を送

っている状況をご理解ください。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 高原 清人 
 

◎ＲＩ本部より 

 ・ザ・ロータリアン誌 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・ロータリーアクトクラブ活動報告 

 ・3ロータリーレートのお知らせ 1＄＝118円 

 ・ロータリー アンケート調査の最新情報 

◎国際ロータリー第 2630地区 

ガバナーエレクト事務所より 

 ・ロータリー特別月間について 

 

＜本日のプログラム＞  
 

職業奉仕委員会 田中 委員長 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 和田 良博 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1037 回 
55 名 54 名 44 名 － 81.48% 

前々回 

1035 回 
55 名 54 名 45 名 1 名 85.19% 

＜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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≪会員スピーチ≫ 

冨士井 忠男会員 
 

私は高山中央ロータリークラブの初代の職業奉仕委員長

をさせて頂きました。 

最初の活動計画書の作成にあたり、何をしたらよいのか全

く分からないので、他のロータリークラブの計画書を見せ

て頂いて計画し

ました。年二回

の例会を担当す

る事になりまし

た。 

一回目は、講師

例会をする事に

しました。講師

には、当時高山

公共職業安定所

長 森 正務様に来て頂きて「いつまで続く、人手不足」 

当時はバブル崩壊前で景気も良く、人手不足の指数も「1」

を超えていました。そのころすでに飛騨の人口は減少し、

65 歳以上の老年人口は増え労働人口は減少していると会

報に記録されています。 

二回目、職場訪問例会を行いました。会員の中田金太さん

が職場を訪問しました。当時いくつかの会社を経営されて

いましたが、その中で新しく始まったセンチュリーひまわ

りを訪問し、中田金太さんから「私の経営」というテーマ

でお話をいただきました。 

職業奉仕とは職業を通じて社会に奉仕すること。奉仕する

というと無償で何かすると思われがちですが、「正しい職

業を行うこと」です。 

「高山中央ロータリークラブの職業倫理基準」を実践する

ことが職業奉仕なのです。 

 

 

永井 信次会員 
 

先週、剱田さんから良いスピーチをもらいました。 

何にでも原理原則があるが、ロータリーにも原理原則があ

り「思いやりと

助け合い」がそ

れに当たり、と

もすると利己的

になりがちな今

の社会環境、事

業環境の中、社

会奉仕しかり、

国際奉仕しかり、

職業奉仕しかり、

相通じるキーワ

ードとなるのでは…との見解だったと思う。 

又、ロータリアンの判断基準として、人間関係を深め、豊

かなものにするためのキーワードでもあるとの考えを頂

いたと思います。 

今後、剱田ガバナー誕生ストリーにおける根幹をなす考え

方になるものと感じた次第です。 

今日の職業奉仕の話についても、このキーワードを大切に、

社会を潤すことが職業奉仕の求める所ではないかと思う。 

最近食品業界において、産地偽装の問題はじめ異物混入や、

原料の安全性、製造過程での衛生管理をめぐり、特にファ

ストフード業界での目を覆いたくなるような杜撰な管理

体制や、消費者不在の経営感覚が明らかになりました。 

この一連のファストフード業界の事件の中にあって、何の

問題もでていない所もある。「おいしいもので人を幸せに

したい。」「本当においしいものは歳をとらない。」という

哲学で、経営を続けるケンタッキーフライドチキンです。 

カーネルサンダーさんが、1952 年にアメリカで創業し、

日本展開は 1970 年に日本 KFC を設立し、現在では、チェ

ーン店の当り前となっている、フランチャイズスタイルを

始めた企業であり、創業以来 60 年以上にも亘り事件性の

あるトラブルは全くない優秀な企業です。 

ロータリアンでもあったカーネルサンダーさん。日本が大

好きで 3度も来日しているが、35年前に 90歳で亡くなっ

ている。 

カーネルサンダーさんの哲学、考え方が連綿と徹底され、

経営に活かされている事が、素晴らしい事だと思うと同時

に、ロータリアンとして、職業奉仕の精神が活かされてい

ると思う。 

同じ、ロータリアンとして何か、嬉しい気持ちと共に同じ

食品を扱うものとして手本としたいと思います。ちなみに、

私どもの会社で扱っている生鮮食品については、毎年、地

元の人たちの口に入るものなので、安全性には気を付けて

いますが、特に輸入物については心配なので、産地確認を

はじめ残留農薬、抗生物質、異物混入などチェック済みの

検疫証明書又は通関証明書を取り寄せています。 

今の時代、どこからでも、何でも安く手に入る時代で心配

な商品もあるが、地元の卸からの商品については安全でお

いしく食べて防げるように、心がけているつもりです。 

ともあれ、ケンタッキーフライドチキン…ロータリーの職

業奉仕の精神を再認識できる良い例としてお話させて頂

きました。 

 

 

足立 常孝会員 
 

先週の例会にて、剱田ガバナーノミニーのスピーチの中で、

「思いやりの心で、職業をする事が、職業奉仕である。」

と言われました。その時私は、来週これを言えばいいのだ

と思いました。 

しかし、耳あたりが良すぎて説明する事が大変です。「思

いやりの心で、職業をする事が、職業奉仕である。」 

私が考える職業奉仕とは、職業を通じて、地域社会に貢献

するすべての事だと思っております。今年の会社の新年会

に、ビクトリアちゃんを連れて行きました。「ロータリー

で今 80日間ホームステイしている高校生だよ。」と社員に

紹介して、ロータリーは地域社会に奉仕る活動をしている

組織で、私は足立石油の代表で、ロータリーの会員となり、

全社員の代わりに地域社会に奉仕しています。 

社員の誰かが、「企業で、取り組んで地域社会に貢献して

いる事がありますか？」と聞かれた時、「零細企業で、な

かなか奉仕活動はできませんが、社長が我々の代表でロー

タリーに参加して、地域奉仕をしています。」と言ってく

れれば有難いといつも思っています。 
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永田 富次会員 
 

島会長の時に職業奉仕委員長をさせて頂きました。 

職業奉仕委員会担当例会の時は地区から委員長に来て頂

き、四つのテストについて詳しく解りやすくお話をして頂

きました。 

職業奉仕理念として、仕事を通じて社会での言動、模範を

示すことです。 

社会で役立つ仕事は価値のあるものとして社会に奉仕す

る。 

今後もっとロータリーを理解し、社会に論理的な駆動を周

囲に促すことが一番ではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜3月のお祝い＞  
 

＜会員誕生日＞ 

堀口 裕之   Ｓ４１年 ３月 ９日 

渡辺 修治   Ｓ２６年 ３月１２日 

長瀬栄二郎   Ｓ４９年 ３月１３日 

永家 将嗣   Ｓ３２年 ３月１５日 

久々野国良   Ｓ２３年 ３月１９日 

岩本 正樹   Ｓ３５年 ３月２１日 

 

＜夫人誕生日＞ 

中田 学    康予    ３月 ３日 

大原 誠    朋子    ３月 ６日 

剱田 廣喜   恵子    ３月１３日 

久々野国良   光枝    ３月１４日 

高原 清人   美奈子   ３月１５日 

仲谷 政美   幸子    ３月２０日 

永家 将嗣   小祐子   ３月２３日 

冨士井忠男   美恵子   ３月２８日 

三枝 祥一   敏江    ３月２８日 

新井 信秀   知子    ３月３０日 

 

＜結婚記念日＞ 

井ノ下 雄志  Ｈ１８年 ３月 ９日 

新井 信秀   Ｓ５４年 ３月１０日 

大保木正博   Ｓ５８年 ３月１３日 

新宮 一郎   Ｓ５３年 ３月１４日 

永井 信次   Ｓ５０年 ３月１６日 

高原 武夫   Ｓ４７年 ３月１９日 

三枝 祥一   Ｓ５４年 ３月２６日 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

弥生 3月、日差しも春めいてきたところでしょうか。季節
の変わり目は体に影響を及ぼすと言われますので皆様、健
康には留意され頑張って下さい。 理事役員一同 
 

本日は、職業奉仕委員会担当例会です。卓話をお願い致し
ました、冨士井様・永井様・足立様・永田様よろしくお願
いします。 田中 雅昭 
 

次年度の理事役員委員会構成表を提出させて頂きました。
皆様よろしくご協力を賜ります様お願い申し上げます。
久々野さん、生還おめでとうございます。  

大保木 正博/坂之上 健一 
 

2月の例会は、私事により休みました。申し訳ありません。
3月に入り季節も啓蟄のころ、私もそろそろ活動し始めま
す。 鶯塚 英雄 
 

 
 
 
長い間休ませて頂きご迷惑をお掛けし申し訳ありません
でした。その間、皆様の熱い友情を多くの方より感じる事
が出来ました。昨年は色々な事を性急に挑戦し過ぎました。
この年になると頭で考える事と体のバランスが重要だと
いう事がようやく理解できました。そこで、今は頭と体と
どの部分を一致させればよいかという事を一生懸命考え
ております。 
今後は、今にましてロータリー活動に励んで行きたいと思
いますのでよろしくお願い致します。 久々野 国良 
 

風邪で体調を崩し 2 月は 3 回連続欠席してしまいました。
皆様にはご心配を頂きありがとうございました。大原 誠 
 

久々野さん、退院おめでとうございます。大原さんお大事
に。ゴルフ練習がんばりましょう。やっぱり健康が一番で
すね。ニコニコご協力ありがとうございます。平林 英一 
 


