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●点 鐘 

●ロータリーソング  われらの生業  

●ゲスト・ビジターの紹介 

●会長の時間      

会長  村瀬 祐治 

お盆休み皆様はどの

ように過ごされまし

たか。今年は新生コロ

ナウィルス拡大防止

のため不要不急の外

出は控え、自他にてお

過ごしと思います。 

また 先週より気温が上昇し 8 月 16 日岐阜県

内の熱中症患者 10 名でした。室内ででも熱中

症にかかるので適度な水分補給をして頂きた

いと思います。 

高山市においては新生コロナウィルス患者が

現在0名ですが観光地なので沢山の観光者がい 

らっしゃいます。私たちはマスクの着用、3 密

を防ぐよう感染防止に心がけ頂きたいと思い

ます。 

新入会員について 

8 月 3 日例会終了後に入会オリエンテーション

を開催し本日入会セレモニーを行います。 

丸仲建設会社 社長 住裕治さんです。よろし

くお願いします。 

本日は「奉仕」についてお話しいたします。 

ロータリーソングにも記載されている「奉仕の

理想」とはロータリーには二つの奉仕理念があ

り、その一つは職業奉仕の理念であり、もう一

つは他人のことを思い遣り他人のために尽く

すという人道的奉仕活動の理念の考え方があ

ります。 

また、ロータリークラブ定款には（定款第 6条 

五大奉仕部門）ロータリーの五大奉仕部門は、 

本ロータリークラブの活動の哲学的および実 

際的な基準である。 

クラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるた 

めに、クラブ内で会員が取るべき行動に関わる 

ものである。 

職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準 

を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべき 

であるという認識を深め、あらゆる職業に携わ 

る中で奉仕の理念を実践していくという目的 

を持つものである。会員の役割には、ロータリ 

ーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う 

ことが含まれる。 

社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域 

内に居住する人々の生活の質を高めるために、 

時には他と協力しながら、会員が行うさまざま 

な取り組みから成るものである。 

国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じ 

て、さらには、他国の人々を助けることを目的 

としたクラブのあらゆる活動やプロジェクト 

に協力することを通じて、他国の人々とその文 

化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培 

うことによって、国際理解、親善、平和を推進 

するために、会員が行う活動から成るものであ 

る。 

青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロ 

ジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参 

加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換 

プログラムを通じて、青少年ならびに若者によ 

って、好ましい変化がもたらされることを認識 

するものである。 

 

皆さんは 日頃のロータリー活動に於いてど 

のように行動しどのようにお考えでしょう 

か？地区事業・クラブ事業など色々なロータリ 

―活動に参加して意識をもって活動をお願い 

致します。 

 

◆会長  村瀬 祐治   ◆幹事  岡﨑 壮男   ◆会報委員長 岩本 正樹  ◆会報担当 高橋 厚生 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1245 回 
58 名 56 名 46 名 － 80.70% 

前々回 

1243 回 
58 名 57 名 46 名 1 名 82.46% 
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●幹事報告       

幹事  岡﨑 壮男 
◎国 際ロータリ ー第
2630 地区ガバナー事務
所 
より 
・福岡豪雨災害義援金協
力のお願い 
・日本ロータリー100 周
年を祝う会延期について 

・日本ロータリー100 周年記念切手発行の 
お知らせ 

・8 月クラブ会員増強報告書 
・会員増強月間研修ビデオ配布 
 

◎ロータリー米山記念奨学より 
・ハイライトよねやま 245 
 

＜高山市より＞ 
 ・「高山・デンバー友好協会」外務大臣表彰 

伝達式開催のご案内 
  日時：8 月 20 日（木）13：30~14:30 
  会場：ひだホテルプラザ 
＜会報＞ 
 ・美濃加茂ＲＣ ・高山ＲＣ ・下呂ＲＣ 
 
 
●新入会員 
 
氏名  住 裕治 
入会日 2020 年 8 月 6 日 
生年月日 S44 年 10 月 11 日 
会社  丸仲建設株式会社  
職業  建設業 
 
 
 
 
 
●入会セレモニー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●剱田ガバナー ビデオメッセージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年はオリンピックも開始され日本のロー

タリーも創立１００周年ということで、記念す

べき年であり前途洋々のガバナー年度のはず

でしたが、１００年に一度のパンデミックに見

舞われ、大変な年にガバナー就任となってしま

いました。しかし私はこの困難な状況に前向き

に考えております。新型コロナの影響により何

か月も例会が開かれないなどでロータリアン

の親睦が図れないとか自己研鑽ができないと

かで、ロータリーに対する関心や愛情、熱意が

薄れ経済的な理由もあり退会が増えていくの

ではないか、大変危惧をしております。 

したがって、退会防止に最大の努力を図ってい

ただきたいと思います。 

又、ロータリークラブに入会後３年以内に５

２％の会員が退会するというデータがありま

す。ロータリーが分かってくると、ロータリー

の素晴らしさ、楽しさが見えてきます。現在の

コロナ禍などの大変な時にこそ本当に大切な

ものを再確認する機会にしてほしいと思いま

す。それにはロータリーとは何かを理解するこ

とであります。 

「ロータリーとは何か」ポールハリス氏の言葉

の中でも本質は 1 点「人作り」しかないのであ

ります。「ロータリーとは人を作る団体である」

ハーバートテーラー氏やウイリアム・ロビンス

氏も言っております。時代がどんなに変化しよ

うとも普遍的なビジョンであり、使命であると

私は信じております。 

又ＲＩ公式文書にも「ロータリーは、人道的な
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奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳

的水準を守ることを奨励し、かつ世界における

親善と平和の確立に寄与することを目指した、

事業及び専門的職務に携わる指導者が世界的

に結び合った団体である」ということがありま

す。 

しかし最近のロータリーの定義は次の３つ集

約される言葉が返ってきます。 

１、 リーダーのネットワーク 

２、 アイデアを広げる 

３、 行動する 

ロータリーとは何ですか、と聞かれたら、この

３つのエッセンスをストーリー化し明確にわ

かりやすく表現することが大切であります。 

日本のロータリー運動の実態を表す言葉に「入

りて学び、出でて奉仕せよ」という言葉があり

ます。 

又、1923 年に決議２３－４３の１で決議された

超我の哲学であり「最もよく奉仕するもの、最

も多く報われる」 

という実践的倫理原則に基づくものがありま

す。 

2800 地区 鈴木一作ＰＧは 

ロータリーとは 

１、 ロータリアン同志の親睦「精神的親睦」

を基盤に、 

２、 立派なロータリアンを育てながら 

３、 価値ある奉仕「職業奉仕」を通じて、社

会に貢献する世界的な団体である。 

と言われました。 

日本のロータリーを代表する「深川順一ＰＧ」

のお別れの会で頂いた 

「職業奉仕・この素晴らしきもの」の言葉を最

後にご紹介をしたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

＜ニコニコ BOX＞ 
 
丸中建設 住社長、ご入会おめでとうございま

す。心より歓迎致します。 

                下田 徳彦 

住さん、入会おめでとうございます。これから

も仲良くお願い致します。 

 堀口 裕之 和田 良博 

 

Ｒ４１号の復旧おめでとうございます。住さん、

おめでとうございます。     内田 茂 
 

本日より国道４１号線が片側交互通行になり、

若干通勤時間が短くなりました。また、下の息

子が下呂市役所より内定を頂きました。息子二

人とも下呂に帰ってきてくれたことに感謝し

てニコニコへ。         岡﨑 壮男 
 

ニコニコが少ないので一筆。コロナ禍で大変な

時期です。大変とは、大きく変わると書きます

が、松下幸之助氏の名言に「かつてない困難や 

不況からは、かつてない革新が生まれるとあり

ます。この革新の時に何をすべきか？イソジン

を買いに走っている場合ではありません。そう

だ！例会へ出よう。そしてニコニコへ協力しよ

う。と、つぶやきながら本日早退します。 

                鶯塚 英雄 
 

夏なのでイメチェンしました。イメチェン出来

るだけの髪の毛があって良かったです。皆さん、

夏バテに注意しましょう。  周 信夫 
 

 

 

 

 

 

 

 


