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● 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　　高原　清人

　皆さんこんにちは、春分も過ぎめっきり
春らしくなってきたこの頃ですが、昨日の
雪にはびっくりいたしました。花粉症に悩
んでおられる方もおいでのことと思います
が、めまぐるしい気温の変化にも体調管理
にはご留意ください。
　今日は出席 / プログラム委員会担当例会で、会長エレクト
の時間であります。和田委員長をはじめ委員会の皆さんには
お世話になります。もう「会長エレクトの時間」が来たんだ
なと、時の速さについていけない自分がおります。今でも一
杯一杯であくせくしております。一昨年私は皆さんに何を伝
えようか、どう理解して頂こうかと試行錯誤を繰り返し、言
葉も見つからずまさに横板に粘土のようなお話をした記憶が
ございます。その点、坂之上エレクトはＰＥＴＳも終えられ、
準備万端に理路整然と立て板に水のごとくお話をされること
と思います。次年度の期待も込め楽しみにしております。
さて、今日はロータリーソングのお話を触りだけさせて頂き
ます。私がロータリーバンドの一員であったとかは要因では
ございませんので悪しからず。
　ロータリーにおいて歌を歌うことのきっかけは、1905 年
当時 5 番目の会員であったハリー・ラグルスであったと言わ
れています。彼はある例会で一時的な静寂が訪れ、会話のざ
わめきが突如止んだその時、突然立ち上がり、おいみんな歌
おうと当時流行った流行歌を何曲か歌って座を盛り上げたそ
うです。さらに 1907 年、ＲＣ誕生から 2 年目に、シカゴＲ
Ｃ内が、奉仕か親睦かで分裂寸前まで行った時、彼はやはり
楽しく歌うことを選択しました。今のクラブにおいて大切な
ことは心を通わせることであり、童心に返り少年の心の回復

が必要と考えた彼は、子供の頃慣れ親しんだ歌を毎回クラブ
で歌うことで雰囲気は改善されていったそうです。かのシェ
ルドンの推薦者でもあったハリー・ラグルスは 1959 年心臓
発作で亡くなっております。
　一方日本では 1927 年のインターシティミーティングで始
めてロータソーングが歌われたようです。それから暫くは歌
うことが親睦の源と理解され、日本でも歌われていたようで
すが、例会で歌うソングは全て英語の歌詞でした。1930 年
神戸の地区大会において「日本語によるロータリーソングを
作ること」が採択され、1935 年京都の地区大会で募集され
た新作の ｢日本語によるロータリーソング｣ が発表されまし
た。第 1 位「旅は道ずれ」、第 2 位「奉仕の理想」、第 3 位「平
和を人の世に植え」、第 4 位「我らの生業」となりました。
しかし、第 1 位に当選した作品は、作曲で一部盗作が発覚し
たため失格となり、「奉仕の理想」が第 1 位に繰り上げ当選
となりました。作詞者は、京都ＲＣの前田和一郎さん、作曲
は東京ＲＣの萩原英一さんで、作詞者の前田さんは、国際派
の活動的なロータリアンであったようです。応募した「奉仕
の理想」の原詩は、奉仕の理想に　集いし友よ　世界に捧げ
ん　我らの生業・・・でありました。
　ところが当時のガバナーは国粋主義者の著名な方で、愛国
心が特に強く、新ソングの選考に当たり、「世界に捧げん」
を「御国に捧げん」と変えなければ、当選は無効という通達
を出しました。前田氏は涙を呑んで変更を了承されましたが、
逝去される際に親しい友人を呼んで、「もし出来ることなら、
いつの日にか原詩の『世界に捧げん』に戻していただければ
ありがたい」と言ったのが遺言であったといわれております。
昭和も遥かに過ぎ去り、平成も間もなく終わろうとしている
今、前田さんの原詩のほうが、これからの日本のＲＣとして
もしっくり来るんじゃないかと思っているのは私だけではな
いはずであります。
　以上ロータリーソングにも歴史ありというお話でした。終
わります。
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●  「会長エレクトの時間」

会長エレクト		坂之上健一

　皆さんこんにちは。次期会長の坂之上で
す。本日は皆様の貴重な時間を 30 分も頂
き有難うございます。いよいよ会長年度が
近づいてきましたが心の準備がまだ出来て
いないのが現状です。しかし先日 3 月 9 日
President Elect Training Seminar (PETS) に出席し会長とし
ての心構えやクラブのより良い運営方法など一日しっかりと
勉強をした事で気持ち的には「さあスタートしよう」とゆう
気持ちになってきました。
　今日お話をしようと思うのは私がロータリークラブへ入っ
てから 20 年経ちますが、いつのまにか私より後に入会した
方の方が多くなってしまい、私がどのような仕事をしてい
るのか、又私がロータリークラブに対してどのような思いを
持っているのか知らない方が多いと思いますのでお話しをし
たいと思います。
　私はもともとフレンチの料理人で高山へ帰ってきてからは
現在中央ロータリークラブの例会場となっている「ヒダホテ
ルプラザ」に勤めておりました。28 歳の時独立してフレン
チの小さな店をオープンさせ、その後 32 歳の時に全国のホ
テル・旅館・結婚式場・機内食などに提供される料理を開発
製造し一次問屋に卸す ( 株 ) エプラスフーズを設立し現在に
至っております。
　又、( 株 ) エプラスフーズ設立から 10 年経ち会社も軌道に
乗ってきたこともあり、別会社 ( 有 ) ケン・コーポレーショ
ンを設立し飲食店の運営をスタートさせました。現在店舗
は「椿屋」と「椿カフェ」それから「ミュージックスタジオ
KEN」の三店舗を運営しております。
　ちょうど ( 有 ) ケン・コーポレーションを立ち上げた頃ロー
タリークラブへの入会の話しがあり入会する事となりまし
た。ロータリークラブの名前は知っておりましたが、どのよ
うな活動をしているのかは詳しくは分からず経営者として勉
強できる場なんだろうと思い例会に出席をしておりました。
例会は鐘が鳴り歌を歌いスタートするという慣れない形での
例会で少し異様な感じがしていましたが、回数を重ねるうち
に違和感はなくなり今では鐘とロータリーソングが無いと例
会がスタートできない習慣となりました。毎週月曜日 12 時
30 分には例会に出席というのが当たり前となり習慣となり

●  幹事報告 　　　　　　　幹　事　　岩本　正樹

　 国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務
　 所より
　　・ロータリアン自家用車種・植樹アン
　　　ケート結果
　　・会員増強報告書　2 月分
　　・教師部会開催のご案内
　　　日時：5 月 12 日（日）１４：００～１６：３０
　　　会場：ホテルグランヴェール岐山
　　　出席者：次期会長　次期ＩＡ委員長
　　　登録料：1,000 円
　 国際ロータリー第 2630 地区ガバナーエレクト事務所より
　　・クラブ研修リーダー選任のお願い
　　　　（高原清人会員が任命されました）
　■ 米山記念奨学会より
　　・ハイライトよねやま　228
　■ 可児ロータリークラブより
　　・事務所移転のお知らせ（5 月 1 日より）
　　　新住所　〒 509-0214　可児市広見 1 丁目 2 番地
　　　　　　　　　　　　　　可児市総合会館 2 階
　　＊ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールアドレスは変更なし
　■ 本巣ロータリークラブより
　　・事務所移転のお知らせ（４月 1 日より）
　　　新住所 〒 501-0204　瑞穂市馬場春雨町 1 丁目 44 番地
　　　　　　　　　　　　　　アーバン藤 105 号
　　TEL　058-201-7070　　FAX　058-201-7071
　　＊メールアドレスは変更なし
◀高山市教育委員会より▶

　　・「出前講座」開催校＝中山中学校決定について
　　　　5 月第 3 週に実施　　
◀会報▶

　　・美濃加茂ＲＣ

●  社会奉仕委員会　　　　　　　委員長　今井　俊治
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車種・植樹に関する
アンケートの結果報告
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ましたが、一年が経ち二年が経ちしていくうちに「ロータリー
クラブって？」の疑問が始まり、自分の中では会社経営につ
いて学べると場だと思い期待をしていましたが、それは期待
外れに思い退会しようと考え始めました。おそらく退会者の
多くは入会三年未満の方が多いと言われる理由がここにある
と思います。しかし私はある先輩に「三年頑張れ、それでも
退会しようと思うようであれば退会すればいい」と言われ退
会を踏みとどまり例会に出席をしていくうちに考え方が少し
ずつ変わっていきました。その大きな要因となったのはロー
タリーメンバーの中で悩みを話せる仲間が出来た事です。仲
間が出来たことでロータリーを辞めたいとゆう思いは無くな
り一緒に何かに取り組もうとゆう思いに変っていきました。
そうするうちに 20 年が過ぎ、現在は会長をしなくてはいけ
ないと思えるまでに変わった自分が大きな変化です。次年度、
次々年度と中央ロータリークラブは非常に忙しい年度となり
ますが、これも「いやだ」と捉えるか、「よっしゃ頑張るか！」
と捉えるかで全然違うと思います。高山中央ロータリーの良
い所は何かが起きた時、皆一致団結して行けるところだと思
います。入会して 20 年間経営者として勉強できるところが
沢山ありました。辞めたいと思った当初の自分の心の狭さが
今よくわかります。こんな私が次年度会長となりますが、皆
さんの力をお借りして 2630 地区 No1 のクラブと言われるよ
う頑張りたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。

◀ニコニコＢＯＸ▶　
先日は妻の誕生日にとってもきれいなお花をありがとう
ございました。久しぶりに愛情のあふれた一夜が過ごせ
ました。　　　　　　　　　　　　　　　久々野　国良

先日は誕生日のお品、ありがたく頂戴いたしました。ご
縁を頂きました皆様へ感謝を込めてニコニコへありがと
うございます。　　　　　　　　　　　　海老沢　玲子

3/17　雫宮祭、無事終了させて頂きました。これも一重
に皆様方のご支援の賜物と感謝申し上げます。ありがと
うございました。　　　　　　　　　　　　都竹　太志

昨日　かけがえのない山仲間が北アアルプスで逝ってし
まいました。これまでの数多くの思い出に感謝しつつご
冥福をお祈りして。　　　　　　　　　　　谷口　欣也


