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●点 鐘 

●ロータリーソング  それでこそロータリー 

●ゲスト・ビジターの紹介 

●会長の時間     会長 村瀬 祐治 

現在、新型コロナワクチ

ンが世界中で利用可能

となりつつあり、ロータ

リー会員は重要な役割

を果たすことができま

す。このため、クラブに

以下のことを奨励して

いただけますよう、皆様にお願いいたします。 

①ポリオ根絶活動での体験を基に、ワクチンの安

全性と有効性に関するロータリーの知識を生かし

て、地域社会での予防接種を支援する。 

②皆様の国でワクチン接種が開始される際には、

地方自治体等と協力し、必要に応じてクラブが支

援できることを伝える。 

③最近高まっているワクチンへの抵抗や誤解を解

く活動を支援する。地域社会で啓発を行うことが

極めて重要です。命を救うワクチンの力について、

メッセージを広げる必要があります。 

④予防接種の有無にかかわらず、マスク着用、人と

の距離、適切な衛生習慣を推進する活動や、防護具

を寄贈する活動に引き続き参加し、新型コロナウ

ィルスの拡大を阻止する。何卒、よろしくお願いい

たします。 

愛知ロータリーEクラブへの参加 

3 月第 2 例会は坂之上健一さんが参加されており

ました。メークアップ証明書を頂きました。 

ロータリーE クラブとは、オンラインで例会を開

くロータリー・クラブです。6年間の試験期間を経

て、2010 年 6月 30 日より、ロータリーEクラブは

正式に国際ロータリーの加盟クラブとなりました。

E クラブの利点ロータリアンなら誰でも E クラブ

の例会に出席して、欠席した例会のメークアップ

を行う事ができます。365 日 24 時間、世界中の E

クラブの例会に参加することが出来ます。すべて

のロータリアンに魅力的なものとなっています。 
ロータリーEクラブの運営方法について 
例会は毎週 1回 24時間、ホームページ上で開催し

ます。各自が１週間以内にホームページに掲載さ

れているロータリーの理念や奉仕活動実践などを

閲覧し、意見を書き込んだり、自分自身の体験談や

参加した奉仕体験などを書き込むことにより例会

をします。また時には、双方向の討論会などの形式

を伴うこともあります。 
メークアップをする方法の手順説明 
例会 会長挨拶-幹事報告-卓話を閲覧して 
①トップページからメークアップを選択します。 
②ログインアカウントを登録するクラブもありま

す。30分間を時間カウントするクラブもあります。 
③メークアップ手数料 1,000 円。 
支払い方法はクレジットカード決済です。 
④メールアドレスの記入は必須です。 
⑤感想または設問の回答記入が必須で、最低 100

文字～1,000 文字以下の記入が必要です。 
⑥メークアップ完了の表示後、メールアドレスに

証明書が送られてきます。 
⑦証明書を事務局にメールで送信します。 
 
●幹事報告      幹事 岡﨑 壮男 

◎国際ロータリー第2630地区ガバナー事務所より 

 ・次期会員増強研修セミナー開催のお知らせ 

日時：5 月 15 日（土） 

   13：00～15：30 

感染拡大防止のためオ

ンライン開催 

出席要請者：次期会長・

次期会員増強委員長 

◆会長  村瀬 祐治   ◆幹事  岡﨑 壮男   ◆会報委員長 岩本 正樹  ◆会報担当 高橋 厚生 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1262 回 
58 名 57 名 48 名  84.21％ 

前々回 

1260 回 58 名 57 名 45 名 1 名 80.70％ 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 
2020～2021 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「集 う」 
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 ・教師部会開催のご案内 

   日時：5月 9日（日） 

   会場：ホテルグランヴェール岐山 

   登録料：1,000 円 

＊ポリオ根絶募金 47,353 円振り込みました。 

●高山中央 RC 未来委員会  
           委員長 大保木 正博 

当クラブでは、長期戦略

計画目的を「職業奉仕に

徹すること」としていま

す。シェルドンの提唱し

た職業奉仕はケインズの

修正資本主義と同じ考え

であり、実践的な経済理

論に基づいているということがいえます。再度、シ

ェルドンの職業奉仕についての考え方を見てまい

りましょう。 

近年、RIの向かう方向はガラリと変わりました。 

「人生の道場」として職業人が信望してきた情緒的

結社であるロータリーは非営利財団として言わば

革命的に変わってしまいました。職業奉仕・ロータ

リー道徳律・決議 23-24 の根底にあるロータリー哲

学はもはや過去の歴史的資料とされました。「職業

分類制度の原則」と例会への「規則的出席」もない

がしろにされたといえます。（＊当クラブでは例会

出席については規則的出席を採用しています。）剣

田ガバナーの今年度方針はこれに異を唱えるもの

ですが、大変重要なことと捉えています。今日まで

纕々脈々と紡いできた当クラブの方向性は堅持す

べきものと思います。最近の RI からの話は「ロータ

リー財団への寄附の増額」「会員増強」「ロータリー

活動の外部周知」といった RI の組織強化対策が多

く、「私たちロータリアンがどのようにしたら成長

できるか」といった肝心なことはほとんどないよう

に感じられます。 

現在大変なコロナ禍ですが、医療関係者に対して、

莫大な資金を擁する RI の行動は見えてきません。

一切マスコミに登場しませんし何の指針も示され

ていないように思えます。こうした緊急事態の中で

もやはりポリオなのでしょうか。先ほどの会長の時

間で会長がお話された中に、コロナ禍に対するRIか

らの行動喚起がありましたのでよかったと感じて

います。しかしながら職業奉仕から大きく舵を切っ

てしまった RI の現状も鑑みながら、ウィズコロナ

のクラブ運営、アフターコロナのクラブ運営も考え

て、当クラブの運営もどんどん変えていっていいの

ではないでしょうか。私見ながら以下の点を挙げて

みました。①クラブ自治が強調される中で、財団寄

附・米山奨学金の寄附をしばし中断し、独自の基金

を創設し、例えばコロナ禍の影響を受けている会員

の事業を守るための支援ですとか、地域の医療機関

を支援するといった活動にシフトすることは如何

でしょう。②例会が休会となっています。コロナ禍

の影響を受けている会員の方もあろうかと思いま

すので、全員を対象として余剰となった会費の返還

や減免を検討してみることは如何でしょうか。③例

会を休会ではなく ZOOM 等による Web 例会に変更し

て活動することを検討すべきではないでしょうか。 
④新しい会員さんについて 
新会員さんへの入会後のフォローが必要だと考え

ています。少し古い資料ですが、RI がほぼ世界中か

ら集めた退会原因に関するアンケートがあります。 
１）ロータリーの意義が分からない（68.1％） 
２）あり方に魅力がない（52.2％） 
３）プログラムが充実していない（51.6％） 
〇特に新会員さんに対して以下のような機会を設

けることが必要だと思います。ロータリーの奉仕に

ついて抽象的な表現ではなく具体的な表現で説明

すること。ロータリーに関する情報を、それがどの

ように職業奉仕に結びつくのかといった具体的な

説明を提供する機会を設けるべきと思います。 
〇新しい会員さんは新しい視野と経験を持ってみ

えます。こうした方からクラブの活動や行っていく

奉仕の方向についての意見や提案を聞き、採用して

いく機会を設けるべきと思います。既成概念に捉わ

れることなく、組織が制度疲労を起こす前に、私た

ちの基本である職業奉仕を大切にしながら、果敢に

変化していく事が必要だと思います。 
「伝統の持続と未来への挑戦」こんな言葉を目にし

ましたが、今はまさにその行動を起こす時ではない

でしょうか。 

 

 
    ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

先日は妻の誕生日と結婚記念日の花束を頂きあり

がとうございました。やはり当初はキレイでも時

間が経つと枯れますね。枯れたので捨てました。も

ちろん、花の方です。ありがとうございます。 

                小出 貴博 

日増しに情勢が悪化するミャンマー、昨年卓話を

下さった、MaySweet さんは無事に岐阜大学院で学

んでおられるようですが、帰国時の安全・ご家族の

安否が気になります。何もできませんので事態の

好転を祈ってニコニコへ。    高木 純 

聖火が走り出したのでニコニコへ。内田 茂 

本日、早退します。       西倉 良介 


