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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ 我等の生業 

 

＜ビジター＆ゲスト紹介＞ 

  高山西ＲＣ 伊藤 健生 様 

  高山西ＲＣ 谷井 伸之 様 

 

＜会長の時間＞    会長 橋本 修 
 

最近は寒さが身にしみて年を自覚せざるを得ません。明

日より師走、でも、今年も暖冬を予感させる日々が続いて

います。景気刺激には、雪が降り寒い方が、飛騨らしく、

消費も増えるのですが、雪が少ないと喜ぶ業界もあります。

ゴルフ場もその一つかと思われますが、きょうはゴルフに

関してお話したいと思います。 

ある調査では、日本のゴルフ人口は 1160 万人で成人男子

の 4人に１人はゴルフをたしなむそうです。米国のゴルフ

人口は 2650 万人で、総人口に占める愛好者の比率は、日

本と似たり寄ったりですが、違うのはゴルフ場の数とコス

トではないでしょうか。日本には、2330 のコースがあり

ますが、米国には7倍以上の16,700もコースがあります。

又、1年間にゴルフにかける費用の総額は日本が 2兆 3500

億で米国の 2 兆 300 億を上回るという事で、ゴルフにおい

ても日本のコストは非常に高いという事がわかります。 

さて、プロゴルフの縁の下の力持ちと言えばキャディーさ

んですが、各地を転戦して選手のバッグを担ぐ清水重憲さ

ん(35 歳)はその中でもトップ中のトップです。彼いわく

「選手が活躍して初めて、キャディーは収入を得られる。

選手に気持ち良く回ってもらい上位に入ること」と、一言。 

一昨年清水さんは、男子賞金王の谷口徹のエースキャディ

ーを務め、男子の試合がない週は、女子の上田桃子とコン

ビを組み、21 歳最年少女王の誕生に力を貸しました。「同

一年の二冠キャディーの例は聞いた事がない」と関係者を

驚かせました。 

キャディーに大切なのは選手の性格に合わせる事だそう

です。「谷口選手の調子のいい時は、僕は空気のように何

もしゃべらない」だが、若い上田にはコース攻略を教える

事が少なくない。ゴルフ場を出ると谷口は別行動を好み、

上田はよく食事に誘ってくる。(うらやましい)又、谷口の

清水評は、「変に存在感がありすぎないところがいい」上

田は「状況判断や間合いの取り方が素晴らしい」とほめる。 

キャディーの報酬は歩合が普通で一試合の基本給が 10 万

円で成績別のボーナスを加算する。予選通過で賞金の 5％、

10 位以内で 7％優勝の場合 10％というのが一般的だそう

です。帯同キャディー国内男女合わせて約 80 人います。

彼はトッププロ田中秀道の専属をしていて、その間に、彼

からは「常にアンテナを張って情報を得るようにと、勝負

の厳しさや勉強の仕方を学んだ」との事。 

私もゴルフを始めて 20 年くらい経ちますが、どのスポー

ツであれ、優れたアスリートは頭がいいが、中でもゴルフ

は「耳と耳の間でやるスポーツ」と言われております。そ

の心は、「頭で勝負する」ゆえ、無名でもゴルフがうまい

ものは尊敬され、政治家、金持ち、名家の子等だって頭を

垂れるしかないという不文律があります。「はくじんでな

いタイガーウッズが白人スポーツのゴルフで全世界の称

賛を得た理由は色々あるが、最大の理由は常にフェアで周

囲を気遣える“人格”と“チャリティー精神”だったそう

です。」「自分のボールが不利な方に解釈して続行する。ゴ

ルフという“審判のいないスポーツ”でこのおきてを貫徹

できるか毎回人格をテストされている。」ズルを毛嫌いす

る競技というわけですので、「政治家や官僚には一番不向

きなスポーツ」だそうです。又、たった一年ゴルフを一緒

にするだけで、相手の人格、性格がわかるとも言われてい

ます。さて、皆様方日々努力されてみえますが、頭で勝負

するスポーツとはいえ、尾崎さんマルちゃんや青木さんら

も頭がよいのですかね・・・ 

 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当  今井 俊治 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

818 回
50 名 45 名 40 名 － 88.89%

前々回

817 回
50 名 45 名 32 名 9 名 91.11%
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＜幹事報告＞    幹事 岩垣津 亘 

 

◎ 国際ロータリー第２６３０地区 地区大会実行委員   

長より 

・ 地区大会ご出席のお礼 

 

＊溝際清嗣さんより、快気お礼のご挨拶が届きました。 

 

＜本日のプログラム＞ 

ロータリー情報委員会 

伊藤 委員長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＩＤＭ報告＞ 

都竹 太志 会員 

20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の

影で、商業道徳の欠如が目につくようになっていました。

ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁護士

“ポール・ハリス”はこの風潮に堪えかね、友人 3人と語

らって、お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の

付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間

を増やしたい、という趣旨でロータリー・クラブという会

合を考えました。ロータリーとは集会を各自の事務所持ち

回りで順番に開くことから名付けられたものです。 

こうして 1905 年 2 月 23 日にシカゴ・ロータリー・クラブ

が誕生しました。 

それからは志を同じくするクラブが、次々各地に生まれ、

国境をこえて、今では世界 200 カ国の 

地域に広がり、クラブ数 33.135、会員数 1.217.037（2009

年 1 月 31 日 RI 公式は発表）に達しています。 

そして、これら世界中のクラブの連合体を国際ロータリー

と称します。 

このように、歴史的にみても、ロータリーとは職業倫理を

重んじる実業人、専門職業人の集まりなのです。その組織

が地球の隅々まで拡大するにつれて、ロータリーは世界に

目を開いて、幅広い奉仕活動を求められるようになり、現

在は多方面にわたって多大の貢献をしています。 

わが国最初のロータリー・クラブは 1920 年（大正 9）10

月 20 日に創立され東京ロータリー・クラブで、翌 1921

年 4 月 1日に世界で 855 番目のクラブとして、国際ロータ

リーに加盟が承認されました。 

日本でのロータリー・クラブ設立については、ポール・ハ

リスの片腕としてロータリーの組織をつくり海外拡大に

情熱的に取組んだ、初代事務総長チェスリー・ペリーと、

創立準備に奔走した米山梅吉、福島喜三次などの先達の功

を忘れることができません。 

その後、日本のロータリーは、第 2次世界大戦の波に洗わ

れ、1940 年に国際ロータリーから脱退します。戦後 1949

年 3 月になって、再び復帰加盟しますが、この時、復帰に

尽力してくれたのが国際ロータリーの第 3 代事務総長ジ

ョージ・ミーンズでした。 

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚しい

ものがあります。ロータリー財団への貢献も抜群で、今や

国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものになり

ました。 

現在、日本全体でのクラブ数は 2.309 クラブ、会員数

94.575 名（2009 年 3 月末現在）となってます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂家 賢司 会員 

ロータリーとはについて 

11 月 12 日ＩＤＭ参加の際は、委員会の方々を始め、歴

代会長の丁寧なご指導のもと、勉強させて頂きありがとう

ございました。 

歴代会長の各議題に沿ったお話を聞き、本当にご熱心にロ

ータリー活動をしてみえるのだなぁと考えさせられまし

た。 

特に松之木さんの予定時間を大幅にオーバーする熱い演

説は空腹の私には少々こたえましたが、かなり勉強してみ

えるのだなぁと思い、感心いたしました。 

さて、ロータリーとはについてＩＤＭで学んだこと、自分

なりの考えを発表させていただきます。 

小冊子の中に、ロータリーとは、自分を磨き、人を育て、

時には慈善行為、ボランティア活動などを行う世界的な団

体とあります。 

また、第 10 代目会長の剱田さんのお話の中に、ロータリ

ーとは、一言で言うと職業奉仕であるとおっしゃっておら

れました。 

職業奉仕、いわゆる職業を通じて社会に貢献するものと私

は解釈いたします。職業奉仕は水川さんの議題なので、多

くは語りませんが・・・社会の中のほんの小さな歯車でも

よいので何かの役に立ちたい、少しでも人の為に、自分の

為になるよう学び、皆の幸せを考える。そういった奉仕の

理念に集った仲間たちがロータリーなのだと思います。 

また未熟な私には、人を育てたり、慈善行為、ボランティ
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ア活動をする前に、まず自 分を磨かなくてはなりません。 

その為には、自分の職業に誇りを持ち、日々学び、努力す

る事が大切だと思っております。 

第 14 代目会長の島さんもおっしゃっておられました言葉

に、自分の職業分野で一流になりなさい。一流になって社

会の為に尽くしなさい。とありました。 

まさに目標はそこに置き、がんばりたいと思いましたし、

励まされ嬉しかったです。ＩＤＭの開催に感謝いたします。 

最後になりますが、更なる磨きを入れるには、ここに集い

し仲良くしていただくことを切にお願いし、本日の発表と

させていただきます。 

特に松乃木様よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周 信夫 会員 

寄付とクラブ奉仕について 

1.寄付について 日本ロータリー独自の(財)米山記念奨

学会とロータリー財団への 2 団体へ我々ロータリアンは

財政的支援をする権利があります。権利はありますが実行

したいでしょうか? 一般的に寄付する事が楽しいと思う

方は少ないと思います。RC に入会前に私はこれまで様々

な寄付を依頼されその都度付き合いの為と顔で笑って心

で泣いて立場上仕方なく寄付をしてきました。自発的に予

算が必要な事業に自らが賛同して寄付をした事はありま

せんでした。RC に入会し素晴らしい仲間に感化され人間

的に成長し今後ロータリーの寄付に対する意義を十分理

解できたその時には自発的に?円の寄付をしたいと思いま

す。それまではニコニコで勘弁してください。(笑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.クラブ奉仕について RC の 4 大奉仕の中でもクラブ奉

仕は重要です。退会者が出ないよう何時までも楽しく長続

きする為には仲間同士の友情や結束が大切だと思います。

そのためにクラブ内部や会員に対する奉仕は当たり前の

事だと思います。会員一人一人が無関心にならず高い意識

を持ちたいものです。しかし、私の場合仕事柄いつもお手

伝いできるか不安です。そんなときはニコニコで勘弁して

ください。(笑) 

 

水川 巧 会員 

職業奉仕について 

ＩＤＭの折には、歴代の会長経験者の皆様から、高山中央

ロータリーの歴史から寄付・クラブ奉仕・職業奉仕に至る

までロータリークラブ全般にわたり、丁寧に分かりやすく

説明をしていただき誠にありがとうございました。 

私には、その中で職業奉仕につて学んだことについての感

想を語れという課題をいただきましたが、先般 10 月 26

日の職業奉仕委員会の例会の折に、発表したことと重なる

ところがあるかと思いますが、私の学んだ職業奉仕につい

ての話をさせていただきます。 

先の発表の際に、私なりに職業奉仕について少し勉強をし

ておりましたので、劔田さんの話された職業奉仕について

の基本的な話は、よく理解できました。 

職業奉仕の基本理念は「われわれの職業は、金儲けをする

手段ではなく、その職業を通じて社会に奉仕するためにあ

る。」ということであると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私達事業者は、原価に利益を加えた取引で事業を営んでお

りますが、実際には、医者や僧侶などの職業に携わる人の

ように、自分の最高の技術を地域社会の人に提供すること

で、サービスを受けた人から感謝され、報酬をいただく。

そうした同じスタンスで事業を展開しなければならない。

すなわち顧客の満足度を最優先に考え、お客様に感謝され、

又次に使いたくなるような物を提供していかなければな

らない。そのためには嘘偽りのない真実の物を、分け隔て

なく皆に公平に提供し、地域社会全ての人に感謝され喜ん

でいただくという考えで企業経営をしていかなければな

らない。 

自らの職業を通じて人に感謝していただくという考えで

会社経営をすれば必ず顧客の心を捉え、リピーターとして

何度も訪れたり、新規の顧客を紹介してくれるようになり、

その結果その会社は、継続的に発展していくのだと思う。 
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このことが、「最も多く奉仕する者、最も多く報われる。」

ということではないでしょうか。 

又健全な事業を営もうと思えば、経営者の努力に加えて、

従業員・取引業者・下請け業者・顧客・同業者などの地域

社会全ての人の協力が必要となります。私たちを取り巻く

全ての人たちのおかげで事業が成り立っているのだと考

えれば、事業で得た利益を、自分で独り占めするのではな

く、自分の事業に関係する人たちと適正に分けながら事業

を展開していかなければなりません。会社は自分一人のも

のではなく、皆なのものだからです。 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

久しぶりのメークアップです。よろしくお願い致します。 

高山西ＲＣ 伊藤 健生様 

 

またまたお世話になります。 

   高山西ＲＣ 谷井 伸之 様 

 

高山西ＲＣの伊藤健生様 谷井伸之様 ご来訪を歓迎申

し上げます。 

今年も残り一ヶ月になりました。皆様、体に気をつけ頑張

っていきましょう。 

  理事役員一同  

 

高山西ＲＣ 伊藤様、谷井様のご来訪を歓迎致します。 

冨士井 忠男  

 

日に日にインフルエンザの患者さんが増えております。皆

様方もお気を付け下さい。本日の例会はロータリー情報委

員会担当で、ＩＤＭの発表を新会員の皆さんにして頂きま

す。よろしくお願い致します。 

  伊藤 正隆  

 

先日、「たかしん」主催の経営者セミナーが奥飛騨温泉一

重ヶ根で行われ 45 名の若手経営者が集まり、2 日間に渡

り合宿という形の勉強会でした。早速、次の日の新聞で紹

介され、最前列に座っていた姿が掲載されましたので、 

ニコニコへ。 

下田 徳彦  

 

職業奉仕の基本理念を守り、自分の職業を通じて地域社会

に貢献できるよう日々努力をしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、師走のイブの日です。12 月は走り回って無事年

が越せます様に。 

三枝 祥一  

 

結婚記念日にケーキをありがとうございました。 

  和田 良博 

 

結婚記念日にケーキを頂きありがとうございました。子供

達が全部食べてしまいました。 

   周 信夫  

かあちゃんの誕生日に花をありがとう。 

 高原 武夫  

 

今月は、誕生日のお花と結婚記念日のケーキをありがとう

ございました。 

岡﨑 壮男  

 

妻の誕生日に花をありがとうございました。当日は妻と

別々の会があり、その後体調を崩し 2日間寝込みましたが、

インフルエンザでなく段々回復していますのでホッとし

ています。皆様も体調管理を充分して下さい。 

松之木映一  

 

本日早退します。よろしくお願いします。 

  田中 雅昭  

 

 


