第 1272 回 R03・7・26

WEEKLY REPORT
高山中央ロータリークラブ
2021～2022 年度 高山中央 RC 会長テーマ

「あなたを Happy に」-Make You Happy◆会長

大原 誠

◆幹事

下田 徳彦

◆会報委員長 長瀬 栄二郎
＜出席報告＞

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局

高山市本町１－２
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 二木 公太郎

会員数

出席会員

出席数

Make-up

出席率

本日
1272 回

57 名

56 名

46 名

-----

82.14％

前々回
1270 回

57 名

56 名

46 名

1名

83.93％

http://www.takayamacrc.jp/

●点 鐘
●ロータリーソング
奉仕の理想
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●会長の時間

会長

大原

誠

みなさんこんにちは。
本日は第 1272 回、私の
残り 35 回の例会のご
挨拶を申しあげます。
いよいよ先週 7 月 23 日
から 2020 東京オリン
ピックが始まりました。
1 年延期されていますので、正確にはロータリーの
事業年度と同じ呼び方で「2020-2021 東京オリン
ピック」となるのではないでしょうか。
皆さんは、開会式はご覧になられましたか。
総額 165 億円かかったそうですが、金額に見合っ
た演出だったかどうかは別としまして、私が一番
感動したのは MISHIA の「君が代」でした。今回の
オリンピックに関しましては、開催が決定した以
降、JOC 竹田会長の招致にかかる買収疑惑に始まり、
エンブレムの盗作疑惑、大会組織委員会森会長の
女性差別発言、そして開会式の楽曲担当小山田氏
の過去の障がい者へのイジメによる辞任、過去に
ホロコーストを揶揄したコントをしていた開会式
ディレクター小林氏の解任といったように様々な
問題がございました。コロナ感染が拡大する状況
下で観客数を制限しての有観客、無観客や各国選
手のバブル方式での感染対策といったことも大き
な議論となりましたが、いざオリンピックが始ま
ってみますと、白熱する各競技のニュース一色と
なっています。
実はひだしんでは２年前に令和 2 年
度 2020 年の職員旅行を東京オリンピック観戦ツア
ーとして決定していました。旅行会社へチケット
確保を依頼する中で、観戦競技は陸上・柔道・競泳・
体操・卓球やバドミントンといった人気が高くて

日本のメダル獲得が期待される競技は全くダメで、
また 2 年前はタイガーウッズも五輪参加を表明し
ていましたので、ゴルフも無理でした。最終的に提
示され確約できていたのが水球・ハンドボール・ホ
ッケー・女子サッカー・女子バスケットといったも
のでした。費用的には貸し切りバスでの移動、チケ
ット代、宿泊を含め一泊二日で一人８万円余りで
したが、驚いたのがホテル代で、浅草のビジネスホ
テルだったのですが、ツインが１室 7 万円、シン
グルが 4 万円だったことです。オリンピック価格
とは言え、通常の５倍から６倍の価格であり、どこ
が“おもてなし”なのかという思いがしましたけれ
ども、通常通り開催されていたなら、宿泊・飲食を
始め一種のオリンピック便乗価格、いわゆるマー
ケット・プライスが東京のいたるところに存在し
ていたと思います。これだけを見ましても、今回の
東京オリンピックにおけるコロナ禍による経済的
損失は計り知れないものがありますが、一方でこ
のようにいくら高くても買ってもらえるなら儲か
るといった自身の利益だけを追求する普通ではな
い価格状況にあったことを思うと、ロータリーの
“超我の奉仕”にある“先義後利”の考え、
「他者
への行いが先にあり、利益は追求するものではな
く後から付いてくるもの。
」という考えの重要性を
改めて理解するに至ったところです。
さて、オリンピックとロータリーの関係性と言い
ますか、関連することを調べてみました。
国際オリンピック委員会（IOC）が設立されたのは
1894 年 6 月 23 日、ロータリーはポール・ハリスに
より 1905 年 2 月 23 日にスタートしました。オリ
ンピックの目的は、平和な社会の推進を目指すた
めに人類の調和のとれた発展にスポーツを役立て
ることにあり、一方ロータリーは「超我の奉仕」で
あり、他者に対する思いやり、他者へ手を差し伸べ
ること。両者が目指したものは、初期の資本主義の
不確実性の高い世相の中で、人間の尊厳の保持に
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重きを置く生き方を探求するものであったようで
す。また、オリンピック憲章には、
「権利および自
由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、
政治的またはその他の意見、国あるいは社会のル
ーツ、財産、出自やその他の身分などを理由による、
いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享
受されなければならない」とあり、これに対して
2019 年度 RI 細則第 4 条（会員の多様性）には、
「各
クラブとローターアクトクラブは、多様性を推進
するような均衡のとれた会員構成を構築するよう
努めるものとする。いかなるクラブも、ジェンダー、
人種、皮膚の色、信条、国籍、または性的指向によ
り入会を制約することはできない」との会員資格
が列記されており、オリンピック憲章との類似性
が非常にあります。また、オリンピックマークの
“五輪”がオリンピックの意義や精神を表してい
るのに対し、ロータリーの哲学的および実際的な
基準を“五大奉仕”としています。なお、皆さんご
存じかもしれませんが、1964 年、前回の東京オリ
ンピックの時に、国立競技場に設けられた聖火台
は、東京における国際大会を記念してホストの東
京ＲＣとコホストの東京羽田ＲＣ含む２２クラブ
によって寄贈され、その後の 1972 年の札幌オリン
ピックの聖火台は全国のロータリークラブが寄贈
したとのことです。今回も新国立競技場内に聖火
台が設置されたなら、ロータリークラブが寄贈し
ていたかも知れません。いずれにしましても、皆さ
んが幸せな気持ちになるように、コロナ感染を最
小限にとどめて日本人選手の活躍と多くのメダル
獲得を期待するものです。以上、会長の時間といた
します。

●幹事報告

幹事

下田 徳彦

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・
「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
日時：10 月 2 日（土）
・
「日本のロータリー100 周年
ビジョンレポート 2020」
の
お届け
・夏季休暇のお知らせ
8 月 10 日（火）から
8 月 16 日（月）まで
◎国際ロータリー第 2680 地区ガバナーエレクト事
務所より
・夏季休暇のお知らせ
8 月 10 日（火）から 8 月 13 日（金）まで
◎ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 256
〇高山ロータリークラブより
・高山 3ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会について
日時：9 月 2 日（木）12：30～13：30
会場：ホテルアソシア高山リゾート
＊当クラブは、9/6（月）例会を変更 9/2（木）へ

＜高山市都市提携委員会より＞
・松本市・高山市姉妹都市提携 50 周年記念式典
開催について
＜会報＞
・下呂ＲＣ
＜活動計画書＞
・平塚湘南ＲＣ ・下呂ＲＣ ・可児ＲＣ
・高山ＲＣ ・高山西ＲＣ
●クラブアッセンブリー

友好クラブ交流委員会
委員長

三枝

祥一

副委員長 橋本 修
平塚湘南 RC と正式友好クラブ
締結から 16 年、新型コロナの
影響で途絶えていました交流
会を再開したいと思っており
ます。しかしながら、ワクチン接種が進んでいると
は言え、まだまだ予断の許さない状況ですが、平塚
湘南 RC のご担当と話を進め良い方向に向かいたい
と考えております。その節は、会員皆様の沢山のご
協力、ご参加をお願いいたします。

会報/雑誌委員会

委員長

長瀬

栄二郎

副委員長 二木公太郎
基本方針 クラブ内外
の情報、各委員会の活
動状況など、速やかな
会報発行によって皆さ
んへお伝えしてまいり
ます。会報による情報
の共有によって会員相互のコミュニケーションの
円滑化を図るとともに、
「ロータリーの友」や「ガ
バナー月信」をお読みいただけるよう努めます。具
体的には、わかりやすい記事・充実した内容の会報
作成に努め、例会開催の都度、発行してまいります。
例年通り、各委員会が当番制で例会を担当します。
担当例会日は、令和 3 年 10 月 4 日に、
「ロータリ
ーの友」や「ガバナー月信」についてという内容で
予定させていただいております。会報の企画作成
料、写真保存と電池代などで 493,000 円の予算を
頂いております。
本年度もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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米山記念奨学委員会

委員長

足立

常孝

副委員長 渡辺 修治
基本方針 米山記念奨学事
業の目的を全会員に理解し
ていただく。
担当例会 10 月 18 日（月）
米山奨学生を招きスピーチ
を予定
予算 ￥30,000米山月間に、寄付のご依頼をお願いいたします。

クラブ管理運営委員会 委員長

堀口 裕之

今年度クラブ管理・奉仕委員
会の担当理事をさせていただ
きます堀口です。どうぞよろ
しくお願いいたします。コロ
ナ禍ということで大変難しい
クラブ管理運営を求められて
いる今日でありますが、高山
中央未来委員会・親睦活動委員会・友好クラブ交流
委員会・会報/雑誌委員会・出席/プログラム委員
会・ニコニコ委員会の６委員会を統括しサポート
させていただきます。一年間どうぞよろしくお願
いいたします。

高山中央未来委員会

委員長 坂之上 健一

副委員長 足立 常孝
基本方針 「職業奉仕に徹す
る」とし、当クラブが益々活気
溢れる活動が出来るような
「中長期計画」を新たに提案
します。
令和 2 年 11 月 15 日 職業奉仕卓話
5,000 円
令和 2 年 4 月 11 日 職業奉仕に徹した現状の事業
計画の検証と新たな中長期計画の提案。
令和 2 年 4 月 11 日 委員会開催と資料作成。
予算 20,000 円

親睦活動委員会

委員長

井ノ下

雄志

副委員長 島 良明
基本方針 お互いの気持ちを
理解しあい、明るく楽しみや
すい親睦活動に努めます。
今後の新型コロナウィルス感
染状況やワクチン接種状況に
左右されやすいと思いますが、担当理事の堀口さ
んからもご助言を頂きつつしっかりと感染対策を
講じた上で、今年度 6 回（8 月、12 月、1 月、2 月、
5 月、6 月）の例会を担当させて頂きます。6 回例
会全て、高山中央ロータリークラブらしく、お酒を
酌み交わせ会員同士がお互いの膝をつき合わせて
明るく楽しい懇親会、また更なる親睦を深められ
る機会になるようにと先ずは考えています。皆様
には、積極的な例会参加をお願い致します。１年間、

どうぞよろしくお願い致します。

出席/プログラム委員会
委員長

渡辺

修治

基本方針・魅力ある例会づ
くり・例会出席率の向上前
年度はコロナ新型ウィルス
のためにプログラムの大幅
変更がありました。今年度
も変更せざるを得ない場面
がありそうですが、基本方針に沿って対応してゆ
きたいと思います。

ニコニコ委員会

委員長

平林

英一

基本方針 慶び事、お祝い事
ニコニコ披露します。例会の
日は、気持ちよくありたい。
集まったお金は、奉仕活動資
金にしたい。
活動計画 委員 5 名月ごとに
担当 目標 60 万会員が年間
5 回以上の慶び、祝い事が披露できますようお願い
します。特別うれしい誕生日、結婚記念日、ゴルフ
の成績の良い日と、また宝くじ等特別入金あった
方大金を期待します。RI 会長テーマ「奉仕しよう、
みんなの人生を豊かにするために」ニコニコボッ
クスで「超我の奉仕」も良いのではないか。幸せの
感性をみんなで分かちあいたいものです。皆さん
よろしくお願いします。

職業奉仕委員会
委員長

大保木

正博

副委員長 鶯塚 英雄
基本方針 ロータリーの理念
の根幹である職業奉仕を原点
に返り今一度学ぶ。そしてク
ラブに所属し活動する意義を
会員皆で共有する。
活動計画 久しく行っていない卓話例会を行う。
職業奉仕に造詣の深い講師に卓話をお願いする。
（地区役員を想定。未定）コロナ禍が収まっていな
い場合はウェブで卓話をお願いする。
令和 3 年 1 月 24 日 職業奉仕卓話 予算 10,000 円
令和 3 年 4 月 4 日 職業奉仕卓話 予算 10,000 円

第 1272 回 R03･7・26
研修委員会

委員長

高原

清人

基本方針 会員にロータリ
ーについての知識と情報を
提供すると共に、ロータリ
ークラブに所属し活動する
意義を深めていただく。研
修とは教育ではなく、情報
の共有であるとの考えに基
づき、皆さんが関心を持ってもらえる情報の発信
に努めます。
活動計画 新しいロータリーの情報を会員の皆さ
んに提供する。新会員並びに入会の浅い会員を対
象に、本年度２回の IDM を計画しております。ロ
ータリーについての知識を深めると共に、会員相
互のコミュニケーションを図ります。新会員オリ
エンテーションの折にはロータリー情報を提供し
ます。

会員維持増強

会員選考 職業分類委員会
委員長 熊﨑 元康

副委員長 小出 貴博
基本方針
1.会員の退会防止に努める
2.会員増強に努める
3.クラブの魅力の再確認に
努める
2 回の例会を担当致します。
会員減少が続く中「ウィズ
コロナ」と言うなかでの活動となり会員皆さま一
人一人のご理解とご協力がないと全く機能しない
委員会です。皆様方のご協力をお願いして一年間
の活動計画の報告と致します。

公共イメージ/IT 委員会
副委員長

和田

良博

委 員 長 前越 路子
基本方針 当クラブの事業
活動を地域社会に認識して
もらい公共イメージと認知
度の向上に努めます。また、
例会のオンライン化にも取
り組みたいと思っています。
その為、8 月の例会でオンライン例会のやり方の説
明を行い、12 月の例会でオンライン例会を実際に
行ってみたいと思っています。そのためクラブで
使用するタブレットを購入することを考えていま
す。コロナと共存していく中での例会のやり方に
ついて、IT を利用することを考えていく一年にし
たいと思っています。

青少年奉仕/ＩＡ委員会
委員長

高橋

厚生

副委員長 益田 大輔
委員会事業としては、出前
講座がメインとなります。
今年度の出前講座は、9 月
13 日（月）に日枝中学校で
行います。対象生徒数は 2
年生 152 名で、必要講師数
は 23 名です。担当の先生
との打ち合わせで、子供たちが社会にふれる機会
としてとても重要だと考えています。社会の厳し
さや楽しさ、やりがい、等についてよろしくお願い
します。とのことでした。なお、今年は、出前講座
の後に子供達からアンケートをいただく事として
おります。子供たちにとっての出前講座とは、どの
ような反響があるか、どのように感じているか。な
どを聞き取り、今後の出前講座に活かしていきた
いと考えております。先ほども触れましたように
当日は、23 名以上の方にご協力願うこととなりま
す。委員会メンバーだけではできない事業です。今
からご予定していただき、多数の参加をよろしく
お願いいたします。

＜ニコニコＢＯＸ＞
嫁の誕生日プレゼントありがとうございました。
井ノ下 雄志
昨日、国道 41 号の災害復旧に対して感謝状を頂きま
した。地域に必要とされる建設業として大変うれし
い事でしたのでニコニコへ。
高橋 厚生
先日、高山中央ＲＣのゴルフコンペに参加しました。
スコアはボロボロでしたが、ＢＢが取れた事、〇が
取れた事、最終ホールでドラコン賞がとれましたの
でニコニコへ。
下田 徳彦
７/24 のコンペで準優勝でしたのでニコニコへ。
本日
早退します。
三枝 祥一
毎日暑くてしんどいです。4 連休は 3 人の孫の世話
やら大変でした。ゴルフ参加できず残念でした。ニ
コニコ協力、今後ともよろしくお願い致します。
平林 映一

