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●点 鐘 

●ロータリーソング  奉仕の理想 

●四つのテスト 

●会長 幹事バッチ交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会長所信       会長 大原 誠 
「高山中央ロータリ

ークラブ」の 2021-22

年度会長に就任しま

した飛騨信用組合の

大原です。 

5 月に創立 30 周年を

迎えました歴史ある

クラブの会長であり、

微力な私が1年間務ま

るか非常に不安なところがあります。また、ロータ

リーに関するすべての面で勉強不足で大変未熟で

あり、当クラブの活動、そして会員皆さまに大変ご

迷惑をお掛けすることと思いますが、できる限り

頑張って務めてまいりますので、どうか寛大なる

ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

さて、国際ロータリー第 2630 地区大会は、無観客

での映像収録開催となりました。コロナ禍という

未曽有の社会情勢を踏まえると、当地区すべての

クラブから多くの会員が一同に会しての本来の姿

での開催見送りは止むを得なかったものですが、

地区大会開催に向けた強い思いと相当な準備をも

って進めてこられた剱田ガバナーの心情を察する

に断腸の思いに耐えません。しかし、その剱田ガバ

ナーの指導力のもとRI会長代理を始め来賓をお迎

えし、創意工夫によって、当初計画した通り、ガバ

ナー登場シーンを始め各演出が大変素晴らしく素

敵な式典となりました。個人的には、飛騨信用組合

が高山陣屋で行った“プロジェクション・マッピン

グ‟の映像を式典冒頭の重要な場面に放映いただ

き、結果多くのロータリアンに見ていただくこと

ができ大変うれしく思います。この“プロジェクシ

ョン・マッピング”を格調高い式典映像に選定いた

だいたことに心より感謝いたします。岐阜県下が、

まん延防止等重点措置区域指定という非常に厳し

い制約情況にあり、また会員皆さまの企業におか

れましても、コロナ禍による事業への甚大な影響

がある中で、こうして無事終えることができまし

たのも、会員皆さまがロータリアンの自覚のもと、

それぞれの立場で成功に向けて尽力された成果で

あったと思います。まさに‟最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる。”が具現化されたのではない

でしょうか。改めて当高山中央ロータリークラブ

の結束力に感服いたしました。2021-22 年度の会長

就任にあたり、会員の皆さまが地区大会で発揮さ

れた、そのお力をぜひいただけたらと思います。剱

田パストガバナーは、クラブ会長の役割として、

“会長というのはクラブのトップリーダーであり、

会員からの期待を一身に集められている人材であ

る。なりたくてなれるものではない。任期が終わっ

ても色々な役割を依頼される。それだけ期待され

ているからである。任期が終わっても実はただの

◆会長  大原 誠   ◆幹事  下田 徳彦   ◆会報委員長 長瀬 栄二郎  ◆会報担当 長瀬 栄二郎 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1270 回 

57 名 56 名 46 名 ----- 82.14％ 

前々回 

1268 回 
57 名 56 名 45 名 1 名 82.14％ 
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人ではない。このことを十分ご認識いただきたい。”

と述べられており、その責務の重大さに身の引き

締まる思いです。国際ロータリー2021-22 会長のシ

ェカール・メータ氏（インド西ベンガル州

Calcutta-Mahanagar Rotary Club）のテーマは

「Serve to Change Lives(奉仕しよう みんなの

人生を豊かにするために)」。それに対する国際ロ

ータリー第 2630 地区の浦田幸一ガバナーは“つね

に超我の奉仕を胸に”を表明されました。「人とし

て当然あるべき道理をわきまえ、人が守るべき道

徳を一番に考え他者に奉仕する。利益は追求する

ものではなく後から付いてくるもの。丹精込め、真

心込め、誠意をもって、他者への行いが先にある。」

ロータリアンがロータリアンとして、常に心に備

えておく“超我の奉仕”に、この“先義後利”の考

えが、日本らしい超我の奉仕に通じるとのことで

す。国際ロータリー会長のシェカール・メータ氏、

浦田幸一ガバナー、このお二人が掲げるテーマを

踏まえ、2021-22 年度の当クラブテーマを「あなた

を Happy に－Make You Happy－」といたします。

“他者を優先することで自身の利益が後に付いて

くる。あなたを幸せにすることが自身の幸せや喜

びに繋がる。”ということです。7 月 1 日から日経

新聞の“私の履歴書”の執筆が、タイのサハ・グル

ープ会長によって連載が始まりましたが、その１

回目の話の中で、ファスナーメーカーYKK の社是が

“善の循環”である旨のことが書かれています。善

は「善行」の善ですが、“善の循環”とは「つまり

他人の利益を図らずして、自らの繁栄は無い」とい

う考えです。ちなみに私の勤める飛騨信用組合の

中期経営計画においても同様の考えに基づき、

「CSV 経営（Creating Shared Value）」を掲げてい

ます。これは、組合の業務や事業活動によって組合

だけの価値ではなく、社会的な価値の創造をも目

指す。すなわち組合の営業基盤である地域独自の

社会的価値を高めて行くことが、組合としての事

業の永続性につながるものとしており、地域の

Happy、お客様の Happy を目指し、各種地域貢献に

資する施策を始め、地域の皆さまとたくさんの

Happy を創っていく経営を目指すものです。今年度

のテーマ「あなたを Happy に」を進めることが自

身の幸せ・喜びにも繋がっていく。まさに奉仕の理

念「思いやりのこころ」「共生のこころ」であり、

ロータリーでの奉仕活動は自身の Happy に繋がっ

ていくと考えるものです。具体的な活動としては、

今年度も“ロータリー賞”を受賞することを基本方

針・計画とし、以下の項目について達成を目指して

まいります。 

 

 

 ・会員増強 

 ・奉仕活動への参加 

 ・新会員の推薦 

 ・リーダーシップ育成への参加 

 ・地区大会への出席 

 ・地区研修への参加 

 ・年次基金への寄付 

 ・ポリオプラス基金への寄付 

 ・奉仕プロジェクト 

 ・インターアクトクラブ 

 ・クラブ戦略計画 

 ・インターネット上の存在感 

 ・親睦のための活動 

 ・ウェブサイトとソーシャルメディアの更新 

 ・クラブのプロジェクトのメディア掲載 

 ・ロータリー作成の公式推進用資料の使用 

以上の 16項目を掲げさせていただきました。各項

目における具体的な目標数値等は「クラブ活動計

画書」をご確認いただけたらと思います。それぞれ

の担当委員会の委員長さま、どうぞよろしくお願

いいたします。結びにあたり、コロナ禍によって人

や社会との距離が制約され、ロータリーの活動も

厳しいものがありましたが、ワクチン接種も始ま

り、一部でありますが漸く明るい兆しも見えるよ

うになっています。この「あなたを Happy に－Make 

You Happy－」のテーマのもと会員皆様の素晴らし

いご活躍を期待します。コロナ禍で不確実性が高

まる依然厳しい情勢にありますが、会員の皆さま

のご協力が何よりの支えとなります。何卒一年間

よろしくお願いいたします。 

●幹事就任挨拶 
           幹事 下田 徳彦 

今年度幹事を務めさせて

いただきます下田徳彦で

す。一年間どうぞよろし

くお願いいたします。大

原会長が掲げたクラブテ

ーマ「あなたを Happy に-

Make You Happy-」を実現

するためのサポート役と

して、努めさせていただきますので、皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。今年度は流動的で

はありますが、事業が再開されていくと予想され

ます。コロナ禍で社会の大きな変化が始まってお

り、当クラブにおきましても、理事会の連絡方法に

ついて見直しをしているところですが、例会運営

においてもオンライン会議等の検討も行っていき、

新しい時代に向けてできることをやっていきたい

と考えております。地区大会が来年 3 月 5 日に伊

勢の地で行われます。まだ未定ではありますが、皆

さんご予定の程、よろしくお願いいたします。 
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●幹事報告 

◎RI 本部より 

 ・ザ・ロータリアン誌 

◎国際ロータリー第 2630 地区 

 ガバナー事務所より 

 ・ガバナー事務所および地区 

 大会事務所開設のご案内 

 ・ロータリー文庫より 

 ・ガバナー月信７月号訂正について 

 （誤）10/16 R 財団部門集中セミナー 

 （正）10/17 R 財団 部門集中セミナー 

 ・地区世界社会奉仕補助金申請受付のご案内 

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナーエレクト 

 事務所より 

 ・ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

 ・研修セミナー日程のお知らせ 

＜高山岊城ライオンズクラブより＞ 

 ・結成 50 周年記念大会延期について 

＊活動計画書の訂正箇所 

 P54 奉仕活動費 小計 

  （誤） 2,553,400 円 ➝ (正)2,603,400 円 

 

●役員就任挨拶 

会長エレクト     中田 学 

会長エレクトを拝命

した中田です。 

大原会長の下、一年間

準備して次期の担い

をしっかりさせて頂

きますのでよろしく

お願いします。 

 

 

副会長       岩本 正樹 

今年度副会長を仰せ

つかりました岩本で

す。よろしくお願い

します。 

大原会長や下田幹事

を支えつつ今一度初

心に帰ってロータリ

ーを学んでいけたら

と考えております。一年間よろしくお願いします。 

 

 

 

会 計     植木 眞吾 

本年度の会計を務

めさせていただき

ます植木です。１年

間どうぞよろしく

お願いいたします。 

不慣れで分からな

い事ばかりなので、

大原会長・下田幹

事・理事会において十分協議していただき適切な

処理させて頂きますので、ご協力をお願い申し上

げます。年会費の納入は期限内に納めていただけ

ますようお願い申し上げます。 

 

会場監督     小出 貴博 

会長監督長をさせて

頂きます小出です。

メンバーは、谷口さ

ん、新井さん、山本さ

ん、渡辺甚一さん、田

中さん、古橋さん、都

竹さん、津田さん、高

橋さん、長瀬さんで

す。クラブ例会が支

障なく円滑に開催できるように会場準備と監督に

当たります。備品が古く、重い素材のため非力方も

扱えるように買い替えを検討しております。一年

間頑張りますのでご協力をお願いします。 

 
●委嘱状 

地区危機管理委員会委員    剱田 廣喜 

地区財務委員会委員長及び 

 地区財務・ロータリー財団監査委員会委員 

               平林 英一 

地区危機管理委員会委員    益田 大輔 

地区ロータリーの友委員会委員 

               二木 公太郎 

地区社会奉仕委員会委員    清水 幸平 

地区青少年奉仕委員会委員   高橋 厚生 

地区青少年交換委員会委員   三枝 祥一 

地区米山記念奨学委員会委員  熊﨑 元康 
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●出席表彰 出席率 100％表彰 
 （令和 2 年度 2020/7/1～2021/6/31） 
              ★印は連続出席 

30 年 29 年 28 年 

★橋本  修 

★剱田 廣喜 

★松之木映一 

★三枝 祥一 

★清水 幸平 

 

★島  良明 ★大保木正博 

 伊藤 正隆 

 

24 年 22 年 20 年 

★岩垣津 亘 

 

 仲谷 政美  渡辺 修治 

16 年 15 年 13 年 

★田中 雅昭 

 

 和田 良博 ★下田 徳彦 

12 年 11 年 10 年 

★都竹 太志 

 

 周 信夫  谷口 欣也 

6 年 4 年 3 年 

 坂之上健一 

 

★小出 貴博  中田 学 

1 年   

 植木 眞吾 

 二木公太郎 

 

  

令和 2 年度皆出席者 22 名様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

７月のお祝い 

＜会員誕生日＞ 

  熊﨑 元康   S39 年 7 月 2 日 
  今井 哲也   S49 年 7 月 4 日 
  植木 眞吾   S31 年 7 月 18 日 
  大保木正博   S30 年 7 月 27 日 
 

＜夫人誕生日＞ 

  島  良明  八重子  7 月 6 日 
  鶯塚 英雄  典子   7 月 8 日 
  井ノ下雄志  歩    7 月 9 日 
  橋本 修   暁子   7 月 10 日 
  内田 茂   恵子   7 月 17 日 
  岩本 正樹  成美   7 月 19 日 
 

＜結婚記念日＞ 

  長瀬 栄二郎   H16 年 7 月 7 日 

 

 

    ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

新年度が始まりました。新理事役員一同協力して

クラブ運営に努めて参りますので、一年間どうぞ

よろしくお願い致します。    理事役員一同 

新年度を迎え、役員さん一年間よろしくお願いい

たします。        足立 常孝/島 良明 

大原会長、下田幹事の新たな船出を祝します。順風

満帆でありますようにご祈念申し上げます。 

     高原 清人/大保木 正博/田中 雅昭 

大原会長以下理事役員の皆さま、いよいよ始まり

です。一年間よろしくお願い致します。 

                 三枝 祥一 

2 週連続でお休みして申し訳ありません。久しぶり

出席にびっくり！前越さん、クラブアッセンブリ

ーではお世話になりました。大原新会長、理事役員

の皆様、一年間頑張ってください。  高木 純 

大原会長、下田幹事さん色々と大変な時に上手に

舵を取って頂き、皆さまが Happy になるよう期待

しています。理事の皆様一年間よろしくお願いし

ます。             松之木 映一 

大原会長、下田幹事そして役員の皆様一年間よろ

しくお願いします。私はニコニコ委員長となりま

した。毎日楽しくありたくニコニコ協力お願いし

ます。             平林 英一 


