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＜点 鐘＞ 会長 田中 雅昭 
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 
＜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 田中 雅昭 
 

みなさんこんにちは。 

例会残 12回の会長の時間です。昨日

は濃飛グループ会員増強研修セミナ

ーに参加された 8 名の皆さんご苦労

様でした。平林地区会員増強委員会

委員の司会進行のもと、大変有意義

な会議であったと思います。次年度

へ向け皆さんと共に更なる会員増強と会員維持に努力し

てまいりましょう。 

さて、皆さんの会社の決算はいつですか。12 月、3 月、6

月とさまざまでしょう。当社は 3 月 20 日決算で、株主総

会までの約 1カ月間は多忙を極める時期であり、日々忙し

く時間に追われる時であります。忙しさのあまり心を亡く

さないよう注意したいものです。アメリカのヘンリー・ワ

ード・ビーチャー牧師（1813～87）はこう述べています。

「もし誰かにしてもらわなければならない仕事ができる

と、私はいつも自分の教区で最も忙しい人に頼む。すると、

ちゃんと仕上がるのである」と言っています。又それは忙

しい中にも暇を見つけて楽しむだけの余裕と度量を持っ

ているので、かえって早く良い結果を出すものだとも言っ

ています。『忙裏閑を偸む』（ぼうりかんをぬすむ）ですね。

「多忙な人は多望な人」とも。 

よく暇で暇でと口にする人を見かけますが、何にもできな

いから暇なのでしょうか。人から頼まれることが無いから

でしょうか。そんな風にならないよう、しっかり例会に出

席し会長支持率を上げることで、信頼され尊敬される人に

なる事間違いなしですよ！！ 

さて会長支持率やいかに！！ 

 
＜幹事報告＞ 幹事 中田 学 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・台湾での「第 18回ロータリー国際囲碁大会」の 

ご案内 

 ・次期会員増強研修セミナー開催のご案内 

  日時：5月 13日（土）11：00～ 

  会場：四日市都ホテル  

  登録料：8,000円 

出席義務者：現/次期 会長・幹事・増強委員長・ 

入会 3年未満の新会員 

◎国際ロータリー第 2630地区 

濃飛グループガバナー補佐より 

 ・最終ガバナー補佐訪問日程について 

  最終訪問日：5月 29日(月) 

◎ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 204号 

＜高山市民憲章推進協議会より＞ 

 ・保存版の憲章文字入り啓発ちらしの送付と 

市民憲章朗唱運動の協力について 

＜高山市都市提携委員会より＞ 

 ・平成 29年度高山市都市提携委員会会議の 

開催のご案内 

 日時：4月 21日(金)10:00～ 

  会場：高山市役所 2階会議室 

 

＜高山中央未来委員会＞ 委員長 高原 清人 
 

2016年規定審議会を経て定款･細則等の見直しが必要と

なってきました。 

クラブ関係の主な決定事項としては、 

決議番号 

16-21 クラブ例会頻度と出席に 

関する規定をクラブ細則 

で定めることが出来る。 

但し最低１ヶ月に 2回の例会開催。 

16-26 祝日のある週の例会取り消し。 

16-34 出席免除規定の緩和。 

 出産による 12ヶ月以上の欠席の免除。 

16-35 出席免除規定に 20 年以上のロータリー暦を加え

る。 

16-36 会員身分をクラブ独自で決定できる。正会員の 

サブカテゴリーに準会員、家族会員等が可能。 

16-99 人頭分担金を増額する件。 

ＲＩ副会長の修正動議が可決し、毎年 4 ドルずつ

の大幅な値上げ 

17-18年度 60ドル・18-19年度 64ドル・ 

19-20年度 68ドル  

ちなみに、15-16 年度は 55 ドル。16-17 年度は 56

ドル。 

   投資収益が悪化して、ＲＩの財政が厳しいという認

◆会長  田中 雅昭   ◆幹事  中田 学   ◆会報委員長 津田 久嗣  ◆会報担当 中田 一男 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1125 回 
59 名 58 名 46 名 － 79.31％ 

前々回 

1123 回 
59 名 58 名 43 名 4 名 81.03% 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2016～2017 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「情熱と友情そして・・・永
と

遠
わ

に」 

＜出席報告＞ 
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識のようです。2014-15 年度の年次報告によると、

国際ロータリーの投資収益は 5,123,000 ドルのマ

イナス、ロータリー財団の投資収益は 4,798,000

ドルのマイナスと報告されている。 

ほんの一例ですが、昨年の規定審議会で決議なされたもの

です。中央ＲＣが中央ＲＣらしく活動し運営していくため

に、またさらに発展するためにはどのような細則の見直し

が必要なのかを、本日剱田ガバナーにＲＩ～地区～各クラ

ブへとの流れ、さらにＲＣとして欠くことのできない重要

なポイントをお話しいただ後、田中会長より中央ＲＣらし

い細則、内規のあり方をお話しいただきたいと思います。 

皆様方には今例会資料または活動計画書記載の、定款・細

則･内規を今一度見直していただくよい機会ととらえてい

ただき、中央ＲＣの未来のために考えて頂く例会としたい

と思います。 
 

新定款・細則の重要ポイントの説明 
 ガバナー 剱田 廣喜 
 

『ロータリーモザイク』を著（あらわ）

したハロルド・トーマス氏（1959～

1960 年国際ロータリー）は、1923 年

にかの有名な決議 23-34 を採択した

ときにロータリーは成人に達したと

言われました。また、「われわれ多く

の者は憂慮に堪えないのであるが、ロータリーがその上に

樹立されて、今日の力と安定にまで築き上げられた。その

基本的特質の二つが次第に希薄に、さらにより希薄にされ

る方向に向かう傾向がある。この二つとは、会員制度にお

ける職業分類の“原則”と、もう一つは例会への規則的出

席である。この二つの基本特質は、断じて改変を許しては

ならないものである。」一業種一会員制と定例例会への規

則的出席をロータリー不変の原則として語った重要なく

だりであります。ところが、今回の改正で、職業分類を除

くすべての事が例外規定となり、定款の規定にかかわらず、

クラブが自由に細則で定めことができることになりまし

た。当初は、ＲＩ理事会は職業分類も否定されましたが、

歴代会長など異論が出て、最後に何とか職業分類だけは踏

ん張った状況でした。日本のロータリークラブは、今まで

例会を大切にし、規律ある例会を開催し、出席を重んじ、

会員となるためにはしっかりとした基準がありました。こ

れが日本のロータリーの誇りであり、ロータリアンとして

の自負であったと思います。柔軟性や自主性を尊重すると

いうことであれば、このような骨抜きとなった定款ではな

く、それぞれの地域、国にあった定款を作成しそれぞれの

国にあった定款を作成する自由もあるのではないかとい

うことです。 

今、世の中の大きな流れは、世界統一のグローバル化から

地域重視、多様化に移ってきております。地域や国の個性

や特性が重要視されているのではないでしょうか。 

ＲＩの中核的価値観のひとつは多様性であります。また、

高潔性も求められています。このような中核的価値観を実

現し、ロータリーの目的、奉仕理念を大切にするロータリ

ークラブ定款を作ることが必要ではないかと思います。 

（2650地区刀根荘兵衛 DG地区現状報告を参照） 

以上のことから今一番求められることは、クラブとしてま

たクラブ会員一人一人がロータリーのブランド「ロータリ

ーとは何か」、「ロータリーとは何をする団体か」、「なぜロ

ータリーは大切なのか」というロータリーブランドを構築

する事です。 
 
当クラブの改正する定款・細則の説明 
 会長 田中 雅昭 
 

2016 年規定審議会においてクラブ定款は大変貌を遂げま

した。高山中央ロータリークラブにとって今後どのように

進んで行くべきなのかを考えてみたいと思います。クラブ

に柔軟を持たせると言う事は、今後のクラブの在り方すべ

てに自由はあるものの、責任が課せられたとも言われてお

ります。どの方向に進むかは釼田ガバナーが言われている

ように、これまで通り進めてほしいという事で、「最も出

席する者、最も報いられる」のガバナー方針のもと「人格

の向上」や「職業奉仕の理解」を深め、これまで当クラブ

が行ってきたＲＩ会長テーマを基に、青少年育成の為の出

前講座や、地区補助金を利用した親子体験もの作り教室事

業を充実していかなければならないと考えます。又グロー

バル補助金利用の事業も今年度は実施できませんでした

が、複数年に亘って計画されるのも良いかと思います。 

1.規定審議会において例会を月 2 回行えばよいと示され

ておりますが、当クラブにおいてはこれまで通り毎週行

うものとする。 

※注 ただし「月 2回にしても良い」の文言を入れるかど

うか？ 

2.入会金はなくても良いに対しては、当クラブはもともと

細則第６条にて入会金は 0 円としているため現行通り

とする。 

3.会員身分の中の種類としては、本クラブの会員の種類は

正会員及び名誉会員の 2種類とする。 

この事についてはこれまでと同じですが、内規にて特別

会員、休会扱い、名誉会員についての詳細を明記した

いと思います。 

今回の規定審議会に準じてクラブ運営は常に細則、内規に

照らしていかなければなりせんが、高山中央ロータリーら

しさのある細則を作成し都度見直しを行い、施行していか

なければと思います。 

 
 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
昨日は会員増強セミナーに 8 名で出席。車はワゴン車 1
台で行った為ギュウギュウ詰めで大変でしたが、たまには
いいかな。津田君には行き帰りとも運転手役でお疲れ様で
した。楽しい道中ありがとうございました。坂之上 健一 
 
セミナーに参加させて頂きました。ありがとうございまし
た。 益田 大輔 
 
残り 3ヶ月余りとなりました。皆様、今まで大変お世話に
なりました。今後ともよろしくお願いします。剱田 廣喜 
 
いつも例会、お休みばかりですみません。先日は、誕生日
にとても美しい大きなバラの花束を頂き誠にありがとう
ございした。感動致しましたので感謝を込めてニコニコへ。 
 海老沢 玲子 

 
 
 
3/20 の鈴鹿シティＲＣとの合同コンペで優勝させて頂き
ましたのでニコニコへ。 三枝 祥一 
 
先日、高校時代のクラスメートを集めプチ同窓会を開きま
した。30 年ぶりに会う仲間。フェイスブック等を使い探
した友達 6名でしたが、楽しい時間を過ごしました。時間
を忘れ気が付けば朝 4時！次の約束をして帰宅。やはり仲
間っていいものだと感じました。本当に楽しかったです。 
 直井 泰司 
 
先月、妻と沖縄へゴルフに行って来ました。2日連チャン
のゴルフはさすがに疲れました。高級レストランで、今話
題の沖縄産本部

も と ぶ

牛を食べましたが、断然飛騨牛の方が美味
しいと思いました。何も観光なしのゴルフだけの小旅行で
した。 中田 一男 


