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＜点 鐘＞ 会長 永家 将嗣 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞  

 

＜会長の時間＞ 会長 永家 将嗣 
  

皆さんこんにちは、昨日は 2630地区 地区研修協議会にご

参加された皆様、早朝より夜遅くまでご苦労様でございま

した。RI 会長方針や次年

度岡田ガバナーの行動指

針・次年度会長の委員会

方針などを勉強されたこ

とと思います。後ほどの

発表を楽しみにしており

ますので発表される方は

よろしくお願いします。 

さてロータリーでは「職業奉仕」が重要視されています。

そして 2004 年までは「ロータリアンの職業宣言」は「職

業人としてのロータリアンの高い倫理基準に基づいた行

動規範」でした。しかし一昨年の規定審議会で「仕事をし

たことのない人または仕事を中断した人も正会員として

認める件」が採択されました。これが主婦でも正会員とし

て認めるという事です。 

そして例会出席よりも奉仕プロジェクト参加の重視もロ

ータリーをアピールする手段です。 

このように現在ロータリアンの減少が叫ばれる中、ロータ

リーの現状は大変厳しいものがあります。現在のロータリ

アンの 20 パーセントは職業を持っていない現実がありま

す。 

そして会員の減少を防ぐために RI 戦略計画の本質として

「地域の人々の生活を良くしたいという想いで、社会に役

立つ活動を行っている、献身的な人々の世界的ネットワー

ク」という考え方にして会員を増やす為に、職業人という

言葉は使わず会員資格の幅を広げています。 

このように RI の現状は職業というカテゴリーにとらわれ

ない方向に向っていますが、各クラブはそれぞれのクラブ

の細則で一業種何名と明記すればそれが通ります。つまり

クラブの方針を通す事は出来ますが、先ずロータリアン個

人が先人が築いた奉仕の理念に基づき、それぞれの地域社

会の中で職業人として、あるいは職業を超えた人としてロ

ータリーを根本から考え、行動しなければなりません。 

それぞれ誇りとプライドを持った人の集まりがこの高山

中央ロータリークラブです。このことを忘れず会員相互の

信頼関係を築いていくことがクラブの発展につながると

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 

 ・「会員増強推進活動の表彰」中止につい 

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 181号 

○高山ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

 日時：5月 21日（木）18：30～ 

新緑例会 「八ッ三館」 

 

 
＜本日のプログラム＞ 

地区研修・協議会報告  
 

大保木 正博 
 

昨日は遅くまで参加して頂きありがとうございました。 

昨日の協議会で一番感じたこと

は、鈴鹿シティーロータリーの

熱い力をすごく感じましたが、

次は我が高山中央ロータリーで

開催するわけですが負けないく

らいよくなると思います。又、

みんなで盛り上げていきたいと

思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

 

足立 常孝 
 

次期開催を意識して地区協に参加してきました。会場のキ

ャパと参加者のバランスは、開会時 100％で良好でしたが、

閉会時 45％で間が抜けた状態で

した。「来年は、開会時 100％・

閉会時 80％以上で開催できたら

な」と思いました。 

さて、分科会での研修会に参加

して、「来て良かったな」と思っ

◆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 岩垣津 亘 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1043 回 
55 名 53 名 44 名 － 83.02% 

前々回 

1041 回 
55 名 54 名 41 名 5 名 84.91% 

＜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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た事が二点ありました。グループリーダーが、職業奉仕委

員長の岩田勝美さんでした。今年度の例会に来ていただき

卓話を頂いた時と同様に、個性の強いパワフルな岩田独演

会でした。 

①分科会に出席した参加者を眠らせない為の秘策 

自社製品の PR を取り入れた（収縮ステッキ）を工夫さ

れた話の独演会 

②「（ロータリーは、哲学である）と思って毎日、自己研

鑽して現在がある。」と、言い切られた岩田グループリ

ーダー 

一生懸命に活動する姿勢に敬意を持ちました。私と同年代

です。来年の地区協で、「来て良かったな」と思っていた

だける方が、今年より大勢になれば、地区協の有意義さが、

あがります。 

 

 

中田 專太郎 
 

会員数は 1998年がピークで、そ

の時と比べると 40％減っている

そうです。そこで女性会員の増

強と意識改革が必要だというこ

とです。 

 

 

都竹 太志 
 

三回目の地区研修・協議会参加になりますが、ロータリー

というものが未だに理解出来て

おりません。その指針・方向性

を示してくれるのがこの研修・

協議会である、よって出席義務

者なのだと思い出席しました。

しかし残念ながら昨日の分科会

におきましては今年度の実例を 5 例ほど示してくれただ

けのもので、次年度を考える上でのヒントとなる物は少な

く感じました。ここ 1ヶ月位の間に次年度の方向性を示さ

なければならないので、会長はじめ理事の方々には方向性

を示す事からのご指導の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

周 信夫 
 

来年我がクラブが開催するので

ホストクラブの状況を観てきま

した。広報イコール会員増強を

アピールしてほしいということ

でした。 

 

今井 俊治 
 

岡田信春ガバナーエレクトは、「ＲＩ会長エレクト K.R.ラ

ビンドラン氏は、『私たちに与え

られた時は今です。この機会は

二度と訪れるものではありませ

ん』と挨拶されました。私は、

この言葉に感動・共感し、この

言葉の後に『今、行動するロー

タリアンになりましょう』と続けたいと思います」と述べ

て、「地区活動方針テーマを『過去、現在・今行動するロ

ータリアン』～会長賞に挑戦しよう～」と定められました。

更に、この地区活動方針を推進するために、5項目の具体

的な活動目標が掲げられております。その中には、・財団

寄付の推進、・人道的事業への参加と推進が含まれており

ます。また、ラビンドラン次期 RI 会長は、国際協議会で

のスピーチの中で、「・・・『私たちは、ポリオのない未来

をプレゼントすると世界の子どもたちに約束しまし

た。・・・私たちは闘いを続け、必ずや勝利します』と続

け、ロータリーが世界にもたらすことのできる影響の良い

例がポリオ撲滅であると述べました」とロータリーニュー

スが報じています。 

我々もこれらを受けて、財団部門の重点活動目標を①

EREY=150 ドルの達成、②ポリオ撲滅活動の推進、③財団

の新補助金モデルの有効活用と定めました。EREY（=＄150）

の年次基金だけではなくポリオプラス基金への寄付にも

絶大なるご協力をお願い致します。GPEI=Global Polio 

Eradication Initiative（世界ポリオ撲滅機構）は、現在、

深刻な資金不足に陥って居りますし、ビル・ゲイツ財団が、

『ロータリアンの寄付金の 2 倍の金額をポリオプラス基

金へ寄付する』というチャレンジを仕掛けて来て居ります

ので、皆様からのポリオプラス基金への寄付金が 3倍に生

かされることになります。是非ご協力頂きたいと思います。 

 

 

高原 清人 
 

情報部門 分科会（情報・CLP・新会員）に出席しました。 

2部構成で行われ、１部は基調講

演として、「ロータリーの原点と

CLP」、2部では、手続き要覧改正

に伴う問題点として研修を受け

ました。 

1部の「ロータリーの原点と CLP」

では本来は服部 PG が講演予定でしたが、体調が優れない

と欠席されたので、パワーポイントの画面を東委員会が説

明されました。 

内容については 1.奉仕の定義 2.ロータリーの目的 3.決議

23-34「2つのモットー」4.五大奉仕 5.職業奉仕 6.I Serve

でした。 

2 部の問題点としては、事前に名クラブより定款、細則、

事業計画を提出いただき検討した結果、2013 年度版手続

要覧の改正は多岐に渡り、各クラブ関心が極めて高いと感

じられたとのこと。しかし主たる問題点を挙げるなら

ば・・・ 

主たる問題点 

①クラブ定款を作成されていないと思われるところが 7

クラブありました。 

②CLPの導入は 39クラブと半分以下 

③網領が目的に変更されていない 

見出しが目的となっていても中身が直っていない（文語体

から口語体への改訂） 

年度計画書の記載が直っていても、定款が直っていない 

未だ 4 大奉仕となっている定款（2010 年版から新世代奉

仕が加わり５大奉仕に） 

その新世代奉仕が 2013年版では青少年奉仕に・・・etc 

当クラブも今一度、定款、細則を再確認することが必要か

と思います。 

 

 

田中 雅昭 
 

昨日は早朝より長時間の研修ご苦労様でした。私は中田学

さんの代理で出席し、研修を受

けてまいりました。当報告会で

は四つの委員会の説明がござい

ましたが、一委員会を除いては

何も資料が無くてもメモること

もままなりませんでした。当ク
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ラブに於いては全委員会において事前に資料提出を是非

とも促していただくようお願いいたします。 

何よりも一番感じたことは「青少年に対して常にお手本で

あれ」と言う事です。その為の手段として様々な事業を通

じて青少年との交流を深め、信頼関係を推進する機会を与

えることにあると感じました。そしていつの時代に於いて

も青少年を育成することは、重要課題として今後も引き繋

いでいかなければならないことだと思います。当クラブの

出前講座に於いても、質を高めながら（各々がより一層学

ぶ）続けて行きたいと思います。 

最後に「地区活動方針のテーマ」である、『会長賞に挑戦

しよう！』 

 

 

伊藤 正隆 
 

・会長エレクト・AG・CC（席札あり）会議 

 石垣ガバナーのお話し 

 ロータリーにおける危機管理・リスク管理が必要 

 RＩは好ましくない全ての状況を想定している。 

（セクハラ） 

 インターアクト大会→悪天候の為取りやめ   

（交通がマヒし、結果的に良かった） 

 服部君（ピストルで打たれた） 

 3.11津波→安否確認ができなかった。 

 2009 年ポートランドで大学での銃乱射→次の日、危機

管理委員会 

 危機管理体制を作る→日本版ガイドライン 

・戦略計画部門 

 岡田ガバナーエレクトテーマ 

会長賞に挑戦しよう 

１．会員増強と維持 

１．財団寄付の推進 

１．人道的事業の参加と推進 

１．青少年（新世代）への貢献 

１．デジタル化の推進とオンラインツールの利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

昨日の地区研修協議会に参加された皆さま、長時間に渡り
ご苦労様でした。桜も満開となり心ウキウキですが気を引
き締めていきましょう。 理事役員一同 
 

昨日の地区研修協議会は早朝から深夜までとハードなス
ケジュールでしたが大変盛り上がり楽しい一日でした。次
期会長幹事の初仕事でしたが、息がピッタリで♪何だかい
けそ～な気がする♪～ 大保木正博 坂之上健一 
 

昨日の地区研修協議会に出席された皆さま、大変お疲れ様
でした。来年度は剱田ガバナーエレクトのもと我クラブ主
催ですのでご協力をよろしくお願い致します。 
 伊藤 正隆 
 

昨日の地区研修協議会に参加頂いた皆様、ご苦労様でした。
西と東の酒癖の悪い長老のお守り大変ですね。足立 常孝 
 

坂之上次期幹事、ご苦労様でした。秋は鈴鹿以外でお願い
します。 周 信夫 
 

4/12 のはぐるま会、4/13の軽スポーツ例会（ボーリング）
に、二日連続優勝させて頂きありがとうございました。こ
の成績に一番驚いているのは、私自身です。おそらくラウ
ンド前に行った 3時間350球の打ちっ放しで腕の力が抜け
きり、力まないプレーが出来たことが良かったと思います。 

下田 徳彦 
 

 
 
 
今回のボーリング大会では、同じ組の方が全員、何かの賞
を頂けると言う良いメンバーに恵まれ楽しくプレーする
ことが出来ました。ありがとうございました。高橋 厚生 
 

先般のはぐるま会において、何と！島さんに一打差までに
迫りましたのでニコニコへ。もち、グロスですよ。 
 田中 雅昭 
 

先日の、初はぐるま会で頂いたのでニコニコへ。 
 植木 眞吾 
 

妻の誕生日にきれいな花をありがとうございました。家に
花が届いたのを見て、姑があわててお祝いを包んだようで、
しばらくの間、平穏な家庭生活を過ごすことが出来ました。 
 西倉 良介 
 

4月末日をもちまして、高山市議会議員の職を辞すること
となりました。3 期 12 年に渡り、皆様には温かいご支援
を頂き議員活動を全うすることが出来ました。心より御礼
申し上げます。 村瀬 祐治 
 

先週はボーリング大会に多数ご参加頂きありがとうござ
いました。本日、体調不良のため早退します。坂家 賢司 
 

昨日の地区研修協議会、家庭の事情で欠席しました。申し
訳ありませんでした。 前越 路子 
 


