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＜点 鐘＞
会長 田中 雅昭
＜ロータリーソング＞
我等の生業
＜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

皆さんこんにちは。
残り 6 回の会長の時間です。先
週の新緑例会では、高山市の街
のシンボルでもある中橋を皆
さんと共に清掃し、その後心地
良い気持ちで親睦を深めるこ
とができ、ありがとうございま
した。大変美味しくいただきま
した。また、市民時報 5 月 18
日版に記事が掲載されておりますので一度ご覧になって
下さい。
さて、あなたも神様になれるかも？と言われたらどう思わ
れますか。ゴルフの神様や、野球の神様、料理の神様等々
この世には八百万のさまざまな神々が存在します。そんな
神様の中でも、戦いに敗れたものが敵の大将を約 100 年以
上も経ってから神として祀り上げた神社があります。山形
県酒田市の南洲神社には、昭和 51 年に創建された西郷隆
盛が祀られています。あの戊辰戦争で明治新政府勢力の薩
摩藩・長州藩に対し徳川幕府を支える会津藩・庄内藩です。
敗れた庄内藩主の酒井忠篤（ただずみ）は西郷の前に出て
自決の覚悟で接見しましたが、
「自分が悪かったと思えば
それでよい」と微笑みさえ浮かべて対応されたそうです。
また、武器・弾薬を差し出しても「ロシアからの守りに使
いなさい」とも言われ、人の偉大さ、大きな心に感服した
そうです。敗者であろうとこの時の西郷の対応が心に響き、
100 年以上の年月の末、南洲神社に西郷隆盛が祀られてい
るそうです。我々も数百年後に神様と崇められ、飛騨高山
神社に祀られる様、崇高な心を持ってロータリー活動に邁
進したいものですね。
さて会長支持率やいかに！！

＜幹事報告＞
◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリーアン誌

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
・国際青少年交換 2018―19 年
夏期派遣学生募集のご案内
◎ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 206 号
＜岐阜財務局事務所より＞
・財務省大臣官房審議官による
「国債管理政策」に関する講演会のご案内
日時：6 月 7 日（水）13:30～14:30
会場：岐阜合同庁舎 5 階会議室
・講師の無料派遣のご案内
＜高山市都市提携委員会より＞
・友好都市提携 35 周年記念
平塚七夕まつり市民ツアー開催のご案内
開催日：7 月 7 日～8 日
＜飛騨慈光会後援会より＞
・総会出席の御礼状

＜出席/プログラム委員会＞
副委員長

鶯塚

英雄

☆出席率の高い会員からのその心得と題して
1.下田

徳彦

私の出席率が高いというより、高
山中央ＲＣには出席率の高いメン
バーが大勢みえ、その中の一人が
私であると思います。ですから連
続出席できたことは私の力という
より、連続出席しやすい環境がこ
の高山中央ＲＣに備わっているか
らだと感じています。例会出席の大切については剱田ガバ
ナーの信条である「最も出席するもの最も報いられる」と
いう言葉に集約されていますが、その思いがクラブ全体に
自然にしっかり根付いているのだと思います。そして剱田
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ガバナー、田中会長の所信に「おもいやりの心」「助け合
いの心」をもってロータリー活動に取り組んでいくことが
大切であるとありますが、高山中央ＲＣには本当に多くの
方がそれを実践されていると感じています。これは対内・
対外関係無く全てのロータリー活動での基本的な考えで
あり、さらに掘り下げるとまずは身近なところである会員
同士の思いやり、助け合いが一番のベースにあると思いま
す。
崇高な理念を掲げ、国際的な奉仕活動に取り組むロータリ
ークラブですが、活動の原点にあるのが「おもいやりの心」
や「助けあいの心」であり、色々な奉仕活動を通して「お
もいやりの心」や「助けあいの心」を共感できるのだと思
います。共感できる仲間が集まると情熱と友情が生まれ、
会長テーマである「情熱と友情そして・・・永遠に」とい
う活動につながっていくと思いますし、昨年の地区大会は
正に「情熱と友情」を具現化した活動であり、高山中央ロ
ータリーだからこそ出来たすばらしい事業だったと思い
ます。そんな「情熱と友情」にあふれたクラブであり、そ
のメンバーである誇りを持ち、私もロータリーの友情で集
まったメンバーの一員としてできる活動の原点が「例会出
席」であると考えていきたいと思います。

2.津田

久嗣

こんにちは。まずは今回最初に連
続 12 年目前の 11 年で途切れてし
まった事をお詫び申し上げます。
が、今まで 11 年間連続出席を続け
てこられたのは私としては全て事
務局のおかげかと思っております。
他の会に於いては、事務局がこれ
程メーキャップのフォローがありません。当会だけです。
これも全て河上事務局員の努力の賜だと感謝いたします。
ただ残念なのはＥクラブでのメーキャップの失敗とＪＣ
11 年、ＹＥＧ8 年と続けてきた連続出席がロータリーに於
いて途切れてしまった事です。
また、新規改めて一からのスタートで連続出席を頑張って
いきたいと思います。

3.今井

俊治

先日、長瀬委員長さんから「出席
率の高い会員から、その心得など
を」ということでスピーチの依頼
をいただきました。チャーターメ
ンバーの諸先輩方をさしおいてお
こがましいとお断りしましたが、
いままで長瀬君にはロータリー活
動などでお世話になっていること
もあり断りきれませんでした。
入会当時は、「みんな仕事第一なんやで、できるだけ例会
に出ればいいよ。」と言われたこともあり、あまり 100％
出席を意識していませんでしたが、気がつけば永井信次先
輩と同じくもう 100％出席 13 年になっていました。

思い起こせばきっかけは、事務局の河上さんに「メーキャ
ップすると連続出席が続きますよ！」と声をかけてもらっ
たことです。もちろん、やさしい事務局さんですので決し
て脅しではありませんでした。
それから徐々に出席を意識するようになり、出張などで確
実に例会に出られないときは事前に事務局に問い合わせ
して、一緒にメーキャップするメンバーがいないかを確認
したり、運よく他クラブの移動例会などがあれば活用した
りして出席を確保するようになりました。また、たまに他
のクラブに出席させてもらうと改めて私たちのクラブの
良さを確認できることもありがたいことだと思います。
メーキャップはやむ終えない場合の救済措置であり、基本
は自分のクラブへの出席が原則だと思うので、月曜日はな
るべく仕事(出張)を入れないとか、午前中に仕事を集中さ
せるとかいろんな方法があると思います。
例会への興味の持ち方は人それぞれだと思いますが、例会
への興味が出席率を高くするためには大切だと思います。

4.清水

幸平

皆さんこんにちは。例会皆出席を
25 年間続けることができたこと
を会員皆様に感謝いたします。ま
た、このように皆出席できた前提
として、やはり会社の存続、家庭
の協力、自分自身の健康があげら
れます。会員の資格が変質してい
こうとしているこの頃ですが、ロ
ータリーには実業人として参加している以上、自分の会社
が円滑に運営されていなければ、安心してロータリー活動
に参加できません。また、家庭協力は何といっても伴侶の
理解です。宴会や出張など言いにくいこともたまにはあり
ますが、ことロータリーということで今のところは理解し
てもらっています。健康については、最近年齢を感じてい
ますが、これまで大病もなく健康に恵まれたことには感謝
しています。
ロータリーに入会したとき、特別代表をしておられた剱田
さんのお父様から例会出席の大切さをお聞きしました。ご
本人も長い間皆出席をしておられ、私も努力してみようと
思ったものです。
しかしながら例会出席は、本人の意識の問題であり、本人
の意志の強さの問題だと思います。私も年に何回か休まざ
るを得ないことがあります。しかし何とかメーキャップし
てしのいでいます。以前と違ってメーキャップの条件も緩
やかになりました。
最後に、入会以来 25 年間皆出席を続けてこられた 4 人の
会員には心から感謝いたします。休もうかと思ったとき、
私もくじけず続けようと励まされましたことが何回かあ
りました。
会員の皆様の協力のもと、例会出席 100％実現を目指しま
しょう。

＜ニコニコＢＯＸ＞
先日の新緑例会にて今年度の親睦活動委員会の事業が終
了致します。委員の皆さま、ご参加頂きました会員の皆様
ありがとうございました。
高橋 厚生

ＧＷに恒例のカンボジア医療ミッションに行きました。今
年も無事に帰って来られた事に感謝して。先日の「この世
界の片隅に」のイベントでの能年さんに会えました事に感
謝して。
益田 大輔

5/15 清掃奉仕活動に急な会議が入り欠席してしましまし
たのでニコニコへ。
大原 誠

本日、市民児童協総会の為早退します。

三枝

祥一

