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＜点 鐘＞ 会長 山本 辰男 

＜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 山本 辰男 
 

3月に入りました。高校ではもう卒業式を終え、いよいよ

春本番を迎えようとしています。Ｊリーグも昨日から始ま

り、新生 FC岐阜も初戦勝利でのスターとなりました。プ

ロ野球も日米オープン戦が始まっていて大変楽しみです。 

ＲＣも次年度に向けての研修会などが始まり、剱田さんも

挨拶回りが始まり、先日たくさんの新会員の承認も頂き島

委員長の下、入会勧誘の準備が着々と進められていますの

で気を引き締めていこうと思います。皆さんどうぞよろし

くお願いします。 

さて、今日は全国的には雛祭りです。高山はひと月遅れの

雛祭りですが、市内あちらこちらにお雛様が飾られスーパ

ーのチラシもそれらしい感じです。5節句の一つで桃の節

句、女の子の節句と言われています。雛様を飾り白酒を飲

み、菱餅、蛤のお吸い物でお祝いをする慣わしです。 

蛤はこの時期おいしくなってきますので使うのは当然で

しょうが、二枚の貝殻がしっかりかみ合って他の貝とは合

わさらない夫婦和合や女の子の貞操の象徴とされていま

す。香りの物も正月から柚子と木の芽を併用していたのを

木の芽だけにしたり、根の物が中心だった野菜類も芽の物

が結構増えてきます。魚も寒の脂ののった物から、白身や

さより、あいなめ、鰈、鯛、あまだい、蛍烏賊など、見た

目さっぱり系の魚が旬を迎えます。それをひし形の器に華

やかに盛り、桃の枝をちょいと飾ってお祝いの宴にしたい

ものです。最後には、色鮮やかに海老や赤貝、とり貝を散

らした寿司を準備します。 

雛様を早く出すのは良いそうですが、片付けは直ぐしない

と婚期が遅れると昔から言われていますのでご注意を。 

本日の担当例会は職業奉仕委員会の担当です。岩垣津委員

長宜しくお願いいます。 

 

 

 
 
 

＜幹事報告＞ 幹事 中田 專太郎 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・3月ロータリーレートのお知らせ 

   1＄＝102円 

 ・2014年地区協議会開催のご案内 

  日 時：4月 13日(日)10：30受付け 12：00点鐘 

  会 場：多治見市民文化会館 

  登録料：10,000円 

 ・新会員推進者のための認証プログラムについて 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

 ・平成 26年度飛騨高山国際協会実務者連絡会議開催の

お知らせ 

  日時：3月 20日(木)13：30～14：30 

  会場：高山市役所４階会議室 

＜会報＞ 

 ・美濃加茂ＲＣ 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

職業奉仕委員会    岩垣津 委員長 
 

昨年の 8月に職業奉仕のセミナーがありました。 

その時にまずは、ロータリーの職業奉仕の歴史の勉強があ

りまして、その中で、アーサー・フレデリック・シェルド

ンが 1921年のエジンバラ国際大会において、「あなたは何

のために仕事をしているか」という質問をしています。そ

の時 95％の人はお金を儲ける為に仕事をしていると答え

ています。 

 

 

 

 

 

 

  

◆会長  山本 辰男   ◆幹事  中田 専太郎   ◆会報委員長 前越 路子  ◆会報担当 中田 学 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

994 回 
51 名 50 名 40 名 － 80.00% 

前々回 

992 回 
51 名 50 名 47 名 0 名 94.00% 

＜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 

2013～2014年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「楽しい時(例会)が素晴らしい人生(ロータリー)を創る」 



第 994 回 H26･3・3 

 

 

皆さんも内心、そう思っている方が大部分ではないかと思

います。お金を儲けると直接的に言うと品が無いから、自

分の事業を守っていくためというような表現をする方も

あるでしょうが、ほとんどの方は金儲けをするために自分

は事業をしているんだと考えていると思います。しかし、

シェルドンはそのことが事業を失敗する一番大きな原因

であると言っています。「何のために仕事をしているか」

シェルドンはその答えは職業を通じて社会に奉仕するた

めに仕事をするのだと言っています。そこで本日は実際に

職業を通じて社会に奉仕するのを具体的にわかりやすい

ビデオが昨年のセミナーの時、上映されていましたのでそ

れを見て頂こうと思います。また皆さんのこれからの事業

のヒントになれば幸いです。 

 

 

ビデオ内容 

  テレビ東京 カンブリア宮殿 2013年 7月 25日放映 

中央タクシー(長野市) 

 

長野発！感動のタクシー会社 

中央タクシーは長野市民から圧倒的な支持を得るタクシ

ー会社。車両数１００台あまりだが、売り上げは約１５億

円で長野県Ｎｏ.１。しかも地方で経営するタクシー会社

の９割が赤字といわれる中、２０１２年度の経常利益は過

去最高益を更新した。                                  

中央タクシーの本社をの

ぞくと予約の電話が途切

れることなく鳴り響く。

実は中央タクシーの客は

９割が電話予約。客が「３

０分待ってでも乗りたい」

というほどの人気を支え

るのは、徹底した“真心

サービス”だ。丁寧な接客は当たり前。雨の日は玄関まで

傘をさし、高齢者には手を貸し、買い物袋を運び、さらに

たった３００メートルの距離でも喜んで運行してくれる。

それはまるで、身内のようなサービス。 

「客の幸せが先、利益は後」そんな経営理念で長野では知

らぬ者はいない感動のタクシー会社とは？ 

 

テレビ東京 カンブリア宮殿 バックナンバーより 

＜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＞ 

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＞ 
 

道路の状況も良くなり、いよいよ「弥生」。これは「きく
さいやおひづき」が詰まって出来た言葉と言う事で、『草
木がいよいよ生き茂る月』と言う意味だそうです。今月も
前向きに行きましょう。         理事役員一同 

 

不注意で救急車のお世話になりました。翌日から３日間痛

い・痛い。老化を感じた２週間です。 足立 常孝 

 

 

 

本日から３月市議会が開会しました。ケーブルテレビでも

放映していますので、お時間が有ればご覧ください。本日

早退させて頂きます。 西倉 良介 

 

本日、妻の誕生日にお花をありがとうございました。 
 中田 学 
 

妻の誕生日祝いを頂きありがとうございます。 
 大原 誠 

 


