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「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」
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飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488
◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ

◆会報担当 黒地 重雄

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞

＜会長の時間＞

会長

会長

大保木 正博
我等の生業

大保木 正博

先週末、
5 月 7 日に 2016～2017
年度の会員増強研修セミナー
に参加してきました。幹事の
坂之上さん、会長エレクトの
田中さん、次期幹事の中田さ
ん、お疲れ様でした。
その際に、第 2710 地区(広島
と山口)パストガバナーの西村栄時様より、講演「真の会
員増・強を！」－さらに輝きを増すために‐と題した特別
講演を賜りました。その一部をご紹介します。
会員減少の原因について
長期にわたる景気の低迷、不確実な経済環境、地方都市の
過疎化、中小企業事業主の高齢化、事業所の減少など社会
構造上の問題、職業人の価値観の変化などがあるが、もっ
とも重大な理由は、会員の『ロータリー』への理解と愛情
不足だと仰いました。
〇日本経済の急激な進展時に拡大・増強を急ぎ、「ロータ
リー」の情報教育を疎かにしたことから、
「ロータリー」
を知らない会員が多くなり、会員一人ひとりの「ロータ
リー」への関心・熱意が薄れ、自らの組織に自信と誇り
を失いかけている。
会員減少の改善策について
現状を認識して真摯に反省し、まずはロータリーの基本に
立ち返ることが肝要あると仰いました。
〇従来に増して、新しい会員(男女を問わず、ふさわしい
人、成長が期待される方)の入会を促進する。
〇会員数を整えるためではなく、会員に‘魂‘を吹き込む。
会員となる資格者について
既に完成された人物だけではなくふさわしい人、会員とし
て活動する中から成長の期待される職業人、他人のために
奉仕できる人が会員となる資格者と言えると仰いました。
〇女性を含む異業種の方
※ 女性員は社会の重要な担い手。
書くことのできない原動力。
※ 女性の特性「明るさ、優しさ、素直さ、華やかさ、粘
り強さ」を取り込み、斬新なアイディア、エネルギー
を活用。

※
※

老・壮・青のバランスも考慮して増強する。
ロータリーの魅力の一つは多様性でもある。広く人材
を求める。

女性会員の増強の必要性について、
「ロータリーの友」5 月
号の冒頭で、ラビンドランＲＩ会長も次のように仰ってみ
えます。
「女性への門戸を閉ざすクラブは、持ちうる才能、能力、
人脈の半分以上を見逃しています。地域社会や人々への奉
仕に欠かせない、全体像を見失っているのです。私たちの
可能性を限定するような固定観念に固執すれば奉仕活動
だけでなく組織全体がダメージを受けるでしょう。」この
ように仰っています。
当クラブは幸いにして今年度三名の女性会員の方を迎え
ることができましたし、更に一名の女性会員をお迎えしま
す。女性特有の感性で、さらにわたしたちのクラブに新し
い風を吹き込んでいただきたいと思います。
このほか西村さまは、
「ロータリーとはなにか」とされて、
『謙虚な姿勢で自己研さんし、自らの職業倫理を高め、社
会に貢献する人の集う団体』と仰いました。国際ロータリ
ーが世界的人道奉仕へ大きく舵を切る中で、ロータリー職
業人にとって、「職業奉仕」こそが、時代を超えた普遍的
で大切な価値観であることを再確認すべきと仰いました。
そして、職業奉仕の精神を次のように仰せになられました。
〇使う人の身になってものを創り、買う人の身になっても
のを売り、受ける人の身になってサービスする。
〇相手の立場でものを考え、相手に役立つ行動をし、謙虚
に思いやりある行為をする。
この積み重ねが地域から信頼を勝ち取り、会員事業所の繁
栄に繋がり、更に自信と誇りを高め、ますます職業奉仕に
邁進するようになる。これがロータリー奉仕の好循環であ
るとされました。
今回の会員増強研修セミナーは大変中身のある研修だっ
たと思います。ロータリーの将来に関するこうした重要な
研修会ではありますが、多くの企業経営者である多忙なロ
ータリアンを集めての研修会です。
是非とも今回の研修会が学べる実のある研修会であった
ように、今後も研修会はかくあっていただきたいと強く期
待します。
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＜幹事報告＞

幹事

坂之上 健一

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・財団ニュース 5 月号
○久居ロータリークラブより
・第 39 回インターアクト年次大会開催のご案内
日時：8 月７日(日)9：30～16：30
会場：津市センターパレスホール 5 階
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・平成 28 年度総会のご案内
日時：6 月 1 日（水）19：00～21：00
会場：高山市民文化会館 4-7

＜本日のプログラム＞
ロータリー情報委員会

山本

委員長

＜新会員スピーチ＞
渡辺 甚一
本年 2 月より高山中央ロータリークラブに入会させて頂き
ました渡辺甚一です。
宜しくお願い致します。
ロータリーについては、
まだ分からない事ばか
りですが、4 月 17 日の
地区研修会に参加させ
て頂きました。日程が
近づくにつれ、主催者
が高山中央ロータリー
クラブだと知り驚きました。開催に至るまで幾度も会議や
準備など役員をはじめロータリーの皆さんに敬意致しま
す。開催前日の準備は参加できませんでしたが、当日は雨
と強風の中で案内板を持って立っていました。
分科会でも、質問する内容すら分からないくらいでしたが、
入会した以上皆様にご迷惑を掛けないように一生懸命努
めて行きたいと思います。
職業については、自己紹介になりますが、三福寺に住んで
おり、家族は 11 人で、ばあちゃん、自分たち夫婦、娘夫
婦、孫が 4 人と私の娘が 2 人おります。農業を 40 年以上、
ハウス野菜を主に味にこだわりを持って栽培しておりま
す。今栽培しているのは、3 月中旬より 4 月中旬までは、
折菜を収穫し、4 月下旬よりキュウリの収穫を始めており、
今朝も 5 時から収穫をしてきました。箱詰め出荷は家族に
任せています。また、米作りもしており、面積では 2 町 4
反で、もみ蒔きから収穫まで自分でやっています。もみ蒔
きは 530 枚の箱に蒔いて、今、芽が出てハウスに並べたと
ころです。議員になって 1 年目の時には、9 月の収穫時期
に雨が多く、天気の良い日には決算委員会が夜遅くまであ
り、その後からライトをつけて稲刈りをした事もありまし
た。今は品種を変えるなどして調整をしています。
私の作っている米はこだわりを持って作っており美味し
いお米だと思っています。平成 30 年に高山市で全国食味
分析コンクール大会が開催されます。昨年は石川県小松市
で開催され、私も出品して大会にも参加してきました。2
年連続で出品していますが、入賞には至らず、議員と掛け
持ちの栽培ではなかなか難しいと感じています。
以上が私のプロフィールになります。今後ともよろしくお
願い致します。

古橋

ひと実

皆さんこんにちは。
私は「卯木」というスナックを営んでいます。
一番街の中程に位置しカウンター・ボックス席合わせて 15
～16 名の小さめの店で
す。木を多く利用した
和風の内装です。落ち
ついた雰囲気も味わっ
て頂きたいと思ってお
ります。
私が初めてオーナーマ
マと成ったのは 12 年
前、内 10 年は以前勤め
ていた店を先代ママより譲り受けて営業してまいりまし
た。現在の店の 3 倍ほど広く、思い返せば「よくやってき
たな。
」と今でも思い出します。
この 10 年間に他人の有難さ、他人を使う難しさ、お金の
大切さ等沢山の勉強をさせて頂きました。
開業当初より「初心忘るべからず」を座右の銘として日々
実践している事があります。入店時に「おはようございま
す」、退店時に「反省とありがとうございました」の挨拶
です。一日のけじめとして継続しています。飲食業の道は
長いですが、原点は看護師です。他人との関わりが苦手で
無口でしたが、看護職を選んだことにより苦手意識を無く
せたと思っています。看護と飲食の職業内容は違いますが、
人と人とのコミュニケーション、人に寄り添う、気遣い、
理念は一緒ではないでしょうか。今後も生涯現役を目指し、
元気を下さるお客様、協力してくれる子供達や孫に感謝し
ながら楽しんで仕事を続けたいと思っております。
ロータリー入会して 2 ヶ月となります。分からない事も多
いですが出席は心掛けています。会員の皆さんとは仕事を
介して接点がありましたが、クラブは別世界でした。お誘
い頂き興味を持ちながら、不安と迷いがありましたが、一
歩踏み出しました。
入会後、例会や大会に出席させて頂き、会員の皆さんと行
動を共にする事で皆様の人となりに触れ、良かったと感じ
ております。会員としてはまだまだですが、ロータリーと
はの「例会出席」、
「四つのテスト」
、
「職業奉仕」を私なり
に継続していけたらと考えております。
仕事と例会以外には「お座敷文化を残そう」の志で舞踊、
鳴物、唄等習得している昨今です。後継者の育成も考えつ
つ精進してまいります。

平川

りさ

ポーラホワイトの平川りさです。よろしくお願い致します。
私はエステの仕事を始めて 35 年になります。清見町にお
店を持って 25 年、5 年前にはポーラビューティ高山バイパ
ス店を上岡本町にオープンさせて頂きました。
月 300 名の方がエステ
に来て下さいます。女性
の元気と美しさを応援
していけるよう頑張っ
ていきたいです。元気な
女性が元気な家庭を、職
場をつくります。それが
高山の元気に繋がりま
す。仕事を通じて社会に
貢献していきたいです。
中央ロータリークラブに入会させて頂き、“世界のプレゼ
ントになる”というのに感動しました。ポリオ撲滅の事を
聞いて子供にポリオワクチンを飲ませてもらっていまし
たが、色んなところ、色んな方々が時間やお金を使ってく
ださっていることに感動しました。誰かのためにステキで
す。
この体で、この人生を生きて行きます。今までやってこら
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れなかった体作りに力を入れ登山を始めました。もう 7 年
になります。一つでも多く登って、自然の中で体力をつけ
ていきたいです。私の人生のテーマは“ときめいて走る”
です。今を大切に走り続けます。これからも宜しくお願い
します。

海老沢

玲子

宮川の清流に架かる赤い中橋のほど近く、二百年の歴史を
誇る料亭「洲さき」様のお向かいにて、商いをさせて頂い
ております。
平成十年八月、(有)いわきを設立し、平成二十四年七月よ
り、取締役を交代致しました。
十八年間、わらび餅「早蕨」の専門店として、春夏秋冬、
ただ一筋にわらび餅のみを造り続けております。独自の製
法により「冷やさず常温にてそのままお召し上がり頂くわ
らび餅」工程のほとんどが手作業であまり量産できぬ事が
難点でございます。時代の流れに逆行し、ホームページも
持たず電話帳の番号案内すら記載せず、只々お客様の口コ
ミにて広めて頂いております。

国際観光都市「飛騨高山」の一員として、楽しい旅の思い
出と一緒に「早蕨」をお買い上げ、お持ち帰り頂きます様、
日々心がけております。お客様に、お気に召して頂き、お
支払い頂いた代金で、私どもはご飯が食べられる、その初
心を常に忘れぬ様精進して参ります。
ロータリーの印象についてですが、まだよく解らず申し訳
ございません。ただ多種多様なご職業の方々のスピーチを
拝聴できます事、大変楽しく有難く存じます。
例会の参加が叶わぬ事が多く、大変申し訳なく思っており
ます。
どうぞこれからも、末永く宜しくお願い致します。

＜ニコニコＢＯＸ＞
昨日は、旬の姫竹を沢山頂き伊賀上野の土鍋で竹の子ご飯
を炊き美味しく頂き幸せだったのでニコニコへ。また、先
週の反省と、本日やむなく早退するご無礼への反省で。本
日が一番大きいです。
大保木 正博
次回例会 5/16 は、当クラブ創立 25 周年記念例会です。当
日は最優秀出席率 100％継続中の会員の奥様もご招待し
ての記念例会です。「ロータリーと夫婦」または「ロータ
リーと家族」と題しての 2009－2010 年会長の橋本さんと、
剱田ガバナーエレクトの卓話を楽しみにして下さい。
平林 英一

ＧＷ中は、本当にありがたく多くのお客様にお越し頂き、
また色々な皆様にご迷惑をお掛け致し申し訳まりません
でした。本日は、新会員スピーチとの事、皆様方のお耳を
拝借させて頂きます。大変苦手でございます。お聞き苦し
い旨、平にご容赦お願い申し上げます。 海老沢 玲子
前回の例会、ど忘れしてズル休みしてしまいました。すい
ません。反省を込めてニコニコへ。
高木 純
本日、公用の為早退します。よろしくお願いします。
鶯塚 英雄

