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＜出席報告＞
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会員数

出席会員

出席

Make-up

会長支持率

本 日
1129 回

59 名

58 名

45 名

－

77.59％

前々回
1127 回

59 名

58 名

45 名

5名

86.21%

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 大原 誠

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長

＜会長の時間＞

会長

田中 雅昭
我等の生業

田中

雅昭

皆さんこんにちは。
会長の時間も残すところ８
回となり、いよいよ秒読みと
なってまいりました。皆様方
には今の私の顔はどのよう
な表情で写っているのでし
ょうか。満足そうな安堵感が
漂ってそうな、さみしそうな、
うれしそうな、残念そう
な・・・顔・顔・顔 今年は様々な顔が経験できました。
さて、今日は少し太陽系に目を向けてみたいと思います。
太陽系には地球以外の生命は存在するのでしょうか。
土星の衛星で、月の６～７分の 1 くらいの大きさのエンケ
ラドスという名の衛星がありまして、もしかしたらこの衛
星に生命が存在するかもしれないと言われております。約
20 年前に打ち上げられた探査機カッシーニは、生物の食
べ物である水素ガスを発見しています。生命が存在するた
めには、エネルギーと水と有機物が必要とされていて、こ
の三つの物質が確認されたようです。表面は氷で覆われて
いて核部分のエネルギーによって水も存在するようです。
はたしてどのような生命が存在するのかわかりませんが、
太陽系のみならず、全宇宙には太陽の様な恒星が数あると
言われていますので、どこかの星で例会が開催され、会長
の時間で宇宙人が太陽系の地球の話をしているかもしれ
ませんね。
さて会長支持率やいかに！！

＜幹事報告＞

幹事 中田

学

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリーアン誌
・バギオだより
・韓国第 3600 地区インターアクト年次大会
交流派遣生徒募集のご案内
期間：2017 年 7 月 26 日～7 月 30 日
・ポリオ募金箱送付と募金活動ご協力のお願い
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・5 月ロータリーレートのお知らせ
1$＝110 円
○国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループ次期ガバナー補佐より
・次期会長幹事懇談会開催のご案内
日時：6 月 17 日(土)11：30～
会場：シティホテル美濃加茂
登録料：10,000 円
○国際ロータリー第 2820 地区青少年奉仕委員会
統括理事 稲本修一様より
・孫の「いのち」のための緊急のお願い
○高山西ロータリークラブ御中
・例会変更のお知らせ
5 月 19 日(金)→20 日(土) 新緑家族例会
プレイビー及び高山グリーンホテル
＜飛騨高山国際協会より＞
・平成 29 年度通常総会開催のご案内
日時：5 月 10 日(水)10：30～11：30
会場：高山市役所 4 階会議室
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・平成 29 年度通常総会開催のご案内
日時：6 月 2 日(水)19：30～21：00
会場：高山市役所 地下市民ホール
・設立 30 周年記念式典出席の御礼
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＜ロータリー情報委員会＞
委員長

平林

英一

＜卓

剱田

廣喜

話＞

ガバナー

平林委員長より、質問状を頂
いております。20 分という時
間制限の中どれだけ答えられ
るかわかりませんが、少しで
も理解いただくよう説明をさ
せていただきます。
設問は 2 項目あります。この
答えはあくまでも私心、私見
でありますので、間違い、誤
解のところはご指摘いただき忌憚のないご意見を頂きた
いと思います。
設問①2016 年規定審議会においてクラブに関係する決定
事項とロータリーの今後の理想とするあり方
クラブが｢ロータリークラブ｣の名称を名乗ることが出来
る制度上の根拠は、国際ロータリー定款第 5 条にＲＩ定款、
細則並びにその改正規定を受諾し、承認し遵守すること。
国際ロータリー細則
すべての加盟ロータリークラブは標準クラブ定款を採用
しなければならない。
そして、2016 年そのクラブ定款が大幅に改定されました。
一番肝心な条項がすべて例外規定となり、クラブ細則で定
款に規定されていることを超越して自由に変更できるよ
うになりました。
標準クラブ定款で規定されていることは、クラブの名称、
所在地域、目的、五大奉仕部門、特にクラブが守らなけれ
ばならない一番重要なルールは会合（例会）、職業分類、
出席でありますが、会合（例会）、出席が例外規定となり
ました。
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。
クラブ運営の自由度が増すことは有意義であるが、本来ロ
ータリーの持つ特殊性から遊離し安易な方向性に流れる
傾向が見受けられるのも事実であります。
ロータリー文化の成熟した地区と発展途上にある地区と
では、ロータリーの受け止め方に大きな差があることは言
うまでもなく、地域によって異なる文化の中で自ら育まれ
たロータリー精神を、独自の言語において適格に捉え、し
かも国際ロータリーの方針を重視した地域別標準ロータ
リークラブ定款が望ましいです。
日本においては、クラブの多様性を容認し柔軟性を導入し
つつも、100 年の歴史のなかで絶えず練磨し継承してきた
誇りある伝統をロータリー精神の根源とする想いは、当地
区の 2016 年度地区大会決議「日本のロータリーが継承し
た伝統を堅持する」が採択されたことにも現れています。

その拠り所となる日本独自の標準ロータリークラブ定款
を作成することは、クラブをより強固にするとともに、さ
らなる増強、発展のために重要であると考えます。
②ロータリーとは本当に何なのかロータリーの目的が各
個人と各組織と判断が同じくできるのか？
最初にお断りしておかなければならないことは言葉の定
義であります、
（ロータリーのアイデンティティー）
（ロー
タリーの本質）(ロータリーとは何か What’s Rotary?)は同
じ意味とご理解下さい。
はじめに 1927 年ベルギーのオステンドで開催された世界
大会でロータリーの創始者ポール・ハリスが残した言葉は
あまりにも有名であります。｢ロータリーの奉仕の理念は
哲学ですから、万古普遍のものであり、みだりに変るべき
では有りません。と言うよりも絶対変えてはなりません。
しかし奉仕の実践は、社会のニーズにしたがって大胆に変
化させなければ、誰からも頼りにされないどころか、相手
にされません。｣
日本を代表する深川順一 PG には物事を本質と現象に区分
して考える深川理論があります。そう考えれば、ここで語
られている奉仕の理念という万古普遍のものが本質であ
り、言葉を変えれば｢ロータリーとは何か｣、ロータリーの
アイデンティティーなのです。
また、国際ロータリーの半ば恒久的な標語は｢超我の奉仕｣
であります。これがロータリーのアイデンティティーであ
ります。一方ロータリー財団の半ば恒久的な標語は｢世界
で良い事をしよう｣であります。この標語も｢超我の奉仕｣
の言葉を変えたロータリーのアイデンティティーにほか
なりません。
もっと具体的に申し上げれば｢超我の奉仕｣｢世界で良い事
をしよう｣と言う奉仕の心を持つ人づくりこそが本質であ
りロータリーのアイデンティティーであります。
ロータリーとは何かと問われて 100 人いれば 100 通りの答
えが返ってくると言われていますが、本質の部分で 100
通りの答えがある訳ではなく、現象面で 100 通りの答えが
あるということです。本質は唯の一点人づくりしかないは
ずです。
ロータリーの綱領は、ずばりロータリーの目的でありま
すから「ロータリーのアイデンティティー｣｢ロータリーと
は何か｣であります。
現在の骨子は 1935 年のメキシコ大会で定義されました。
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の
理念を奨励し、これを育むことにある。
国際ロータリー（ＲＩ）は全世界のロータリー・クラブの
連合体であります。各クラブはＲＩの会員であり、各ロー
タリーアンは各クラブの会員であります。
ＲＩはロータリーの目的を推進するため、各クラブを支援
する事を主たる目的とし、各クラブは、ＲＩに加盟するに
当たり、標準クラブ定款を自分のクラブの定款として採択
し、ＲＩ定款および細則を遵守し、各クラブの会員は、ロ
ータリーの原則［ロータリーの目的］を受諾し、クラブ定
款と細則を遵守しなければなりません。
［クラブ定款第 15 条］
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＜５月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
新宮 一郎
高橋 厚生
島
良明
道下 利一
＜夫人誕生日＞
堀口 裕之

Ｓ２９年
Ｓ４９年
Ｓ２４年
Ｓ４１年

潤子

５月 ６日
５月２０日
５月２６日
５月２８日

＜結婚記念日＞
岩垣津 亘
中田 專太郎
高橋 厚生
松之木 映一

Ｓ５３年
Ｓ５８年
Ｈ１５年
Ｓ５４年

５月 ８日
５月２１日
５月２４日
５月２６日

５月３０日

＜ニコニコＢＯＸ＞
先月は誕生日祝いありがとうございます。また、連休中
ユネスコ遺産および式年大祭に参加された皆様ご苦労様
でした。
鶯塚 英雄

3 月 6 日バセドー病を発症しまして、沢山欠席しすみませ
んでした。薬のお陰で徐々に元気になって来ました。
岡﨑 壮男

4 月の日枝神社例大祭と水無神社大祭、雨に降られながら
無事終了しました。
5 月 6 日は、
当クラブのメンバーの方々
にも沢山お会いしました。それぞれ本当にご苦労様でした。
中田 一男

今日は嫁さんが車を使う事もあり、天気もいいので自転車
でひだホテルに来ました。例会が終わって帰る時、たぶん
車を探すような気がするので確認のためニコニコへ。
高木 純

今回の水無神社の大祭で雫宮祭にオファーがあり行列に
参加させて頂きました。これも長年に渡る皆様方のご支援
の賜と感謝申し上げます。
都竹 太志

連休中は伊藤さんには大変お世話になりました。世界の人
達と仲良く成る事を祈念してマブーハイ。440 ペソをニコ
ニコへ。
周 信夫

