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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
●ビジター・ゲストの紹介
●会長の時間

会長

大原

誠

みなさん
こんにちは。
第 1275 回、
会
長の時間、例
会のご挨拶
を申しあげ
ます。本日は
8 月 23 日以
来、1 ヶ月半
ぶりの例会となります。緊急事態宣言が 9 月末を
もって解除されました。コロナ新規感染者は岐阜
県も減少傾向にあり、高山市でもここ一週間新規
感染者がいませんが、まだまだ油断はできない状
況です。コロナ禍の中、今月開催予定であった IM
も中止となるなど、ロータリーの活動においても
様々な影響が出ています。そんな中、明るい嬉しい
ニュースが パストガバナーから届きましたので、
ご報告いたします。
「ガバナー月信９月号」でも紹
介されており既にご承知かもしれませんが、9 月 5
日閉会しました「2020 東京パラリンピック女子
マラソン（視覚障害）
」で金メダルを獲得された道
下美里さんは、国際ロータリー第 2700 地区福岡中
央エンジョイロータリー衛星クラブの会員とのこ
とです。また、先般、
“ロータリーの友事務所”か
ら連絡がございまして、当クラブが今年度の青少
年育成事業として地区補助金を活用して実施しま
した高山工業高校へのレーザーカッター寄贈とそ
れによるプロジェクト：
「コロナ感染防止対策を呼
び掛ける看板の寄贈」について、ロータリーの友に
掲載していただけるとのことでした。

下田幹事に原稿作成をお願いしましたが、文章の
構成が細かく、例えば、文中、レーザー加工機の方
がベターではないか？といったように、何回かや
り取りがあって結構大変でしたが、11 月号のロー
タリーアットワークのメインページに掲載されま
すので、ご期待ください。
さて、緊急事態宣言下の 8 月 26 日に浦田ガバナー
より、
「新型コロナウィルスから会員の皆様安全と
命を守るため」と題しまして、国際ロータリー第
2630 地区の各クラブ会長、幹事、すべての会員の
皆様宛にガバナーメッセージが届きましたので、
ここで報告させていただきます。
今回の新型コロナウィルスの感染拡大の状況は、
ご承知の通り大変な状況にあり、非常に心配をし
ております。
このような状況下のもと、皆様の安全と命を守る
ため、これ以上の新型コロナウィルス感染拡大を
防ぐためにも、行政の指導規範に従い、その期間中
は人的接触、接近をともなう活動は控え、例会など
においてはリモートを行う Zoom 等を積極的に活用
していただきたいと思います。
ロータリーとそのクラブは誕生以来 100 年、
「奉仕
の理想」を追求し、職業倫理と社会奉仕のため活動
してきました。
2300 ある日本の各クラブは自主独自の活動方針を
立て、その運営はクラブ会長、幹事、理事に任され
歴史積み重ねてきました。そのことを踏まえなが
らも、あえて地区を担当するガバナーとして、皆様
にお願い申し上げます。
ロータリー本来の姿である例会での学びと交流、
会員同士の親睦が図れるよう、状況が一日でも早
く戻ってくることを切望しております。
この困難な状況をみなさまとともに乗り越えたい
と思います。
国際ロータリー第 2630 地区ガバナー 浦田 幸一
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メッセージにリモートを行う Zoom 等を積極的に活
用し…とあり、先週 27 日の理事会はクラブ事務所
の隣の会議室にて Zoom より、現地出席者とリモー
ト出席とのハイブリッド方式にて開催しました。
一応、無事終えることができ、リモートでの理事会
開催については大きな問題が無いことを確認でき
ましたが、音声機器、WEB カメラの設置等、いくつ
かの課題も見つかりましたので、その点を踏まえ
まして、当クラブの例会におきましてもリモート
開催ができますよう、IT 委員会でご対応いただけ
ればと思います。
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、コロナ禍の
終息までにはまだ時間を要します。
会員の皆さまには、引き続き感染対策に留意いた
だき、クラブ活動にご協力賜りますようお願い申
し上げます。

●幹事報告

幹事

下田

徳彦

◎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
・8 月クラブ増強報告
書
・ガバナーメッセージ
・日本のロータリー
100 周年
ビジョンレポート 2020 資料編について
・佐賀・長崎豪雨について
災害義援金協力のお願い
・ロータリー財団オンライン研修セミナー開催
のお知らせ
日時：11 月 20 日（土）13：00～16：00
会場：都ホテル岐阜長良川
登録料：8,000 円
出席要請者：会長/職業奉仕委員長
・第 1 回女性会議開催のお知らせ
日時：11 月 13 日（土）13：00～15：30
会場：都ホテル岐阜長良川
登録料：5,000 円
出席要請者：女性会員及び会長/会員増強委長
・ロータリー研究会 Zoom 記念講演会参加のご
案内
日時：12 月 8 日（水）15：00～16：45
（入室 14：30～）
・ガバナー杯チャリティーゴルフ大会について
◎国際ロータリー第 2630 地区直前ガバナー事務所
より
・事務所閉鎖のお知らせ（8 月末日）
〇米山梅吉記念館より
・館報 2021 秋号

・賛助会ご入会のお願い
〇ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 258
〇ロータリー文庫運営委員会
・2020-2021 年度決算報告書および
2021-2022 年度予算
〇高山ロータリークラブより
・ガバナー杯チャリティーゴルフ大会濃飛グル
ープ予選会について
日時：10 月 9 日（土）8：17 スタート
（４名 1 チーム）
会場：飛騨高山カントリークラブ
・高山６クラブ親善ゴルフコンペ中止のご案内
・濃飛グループ IM 中止のお知らせ
・飛騨地区 IAC 合同研修会のご案内
日時：10 月 30 日（土）13：30～16：00
会場：ホテルアソシア高山リゾート
〇上野東ロータリークラブより
・創立 40 周年記念誌
〇志摩ロータリークラブより
・
「志摩の匠・きら星」について
〇国際ソロプチミスト高山より
・新事務所のご案内
〒506-0025 高山市下岡本町 1219-1
会長 梅村さち子
〇休会のご案内
・高山 RC 9/2・9/9・9/16・9/23・9/30
・高山西 RC 9/17・9/24
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・第２回役員会のご案内
日時：10 月 7 日（木）19：00～
会場：高山市役所 3 階会議室
・
「家族写真展・家庭の日図面・ポスター展」
後援名義貸し及び作品募集・広報活動について
＜会報＞
・下呂 RC

●本日のプログラム

会報/雑誌委員会

委員長：長瀬

栄二郎

皆さんこんにちは。
本日は会報・雑誌委
員会の担当例会で
す。
「ロータリーの友」
、
皆さん熟読されてお
られますか？
今回は、会員の皆様
に広く「ロータリー
の友」をお読みいただけるよう、委員会メンバーの
皆さまより、印象に残った記事を紹介していただ
きます。
よろしくお願い申し上げます。
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会報/雑誌委員会

委員

鶯塚

英雄

過ぎてしまいました
が先月９月は「ロータ
リーの友月間」でし
た。
今日は改めて「ロータ
リーの友」の発刊意義
を考えつつ、９月号に
おいて特に興味深か
った特集記事につい
てお話させて頂きます。
９月は基本的教育と識字率向上月間でもあります。
日本における基本的教育と識字率を考えた時、何
で？いまさらと思われるかもしれませんが、世界
の中では文字の読み書きのできない非職字者は約
７億 7，500 万人いるそうです。これは世界人口（
15 歳以上）の 6 分の 1 にあたるといわれています。
そうした中、9 月号の特集記事に「リテラシーがも
たらすもの」として、因みにリテラシーの意味は原
義的には“識字率・読解記述力”ですが、転じてあ
る手段を適切に活用するための知識能力を意味し
ていますが、東京王子 RC の絵本による SDGｓの子
供たちへの啓発活動、また岡山南 RC の、ヘルプマ
ークを地域の絆に～リテラシー向上で障害を持っ
た方など要配慮者等、みんなに優しい社会をつく
るプロジェクト～などの活動報告記があり興味深
く読むことができました。日本の RC ではリテラシ
ーの向上という理念で社会的に意義のある物事を
わかりやすく子供たちや地域住民みんなに周知し、
理解してもらう活動を行っているのがよくわかる
内容でした。
ここからは「ロータリーの友」から離れますが、皆
さんの国語リテラシー向上の為に、先月の中日新
聞に掲載されていた、文化庁が毎年行っている国
語世論調査について紹介したいと思います。
いろいろありましたが、本来の意味とは違った意
味合いで使用されている単語として、「がぜん」、
「すべからく」、
「破天荒」が挙げられていました。
「がぜん」は本来の意味は「急に、突然」ですが 7
割の方が「とても、断然」という意味合いで使って
いるそうです。例文、今日の話を聞いて、がぜん「ロ
ータリーの友」が読みたくなった。
次に「すべからく」は本来の意味は「当然、是非と
も」ですが、3 割の方はが「すべて、みんな」とい
う意味合いで使っているそうです。例文、ロータリ
アンはすべからく「ロータリーの友」を読むべきだ。
最後に「破天荒」ですが、これは私も誤った使い方
をしていました。タレント・芸人でもよくハチャメ
チャな芸風だと破天荒キャラと形容されるように、
７割の方が「大胆、豪快」という意味合いで使って
いるようです。本来の意味は、
「誰も成しえなかっ
たことをする」だそうです。模範的な使いかたとし

て、高山中央ロータリークラブの会員で「ロータリ
ーの友」
、
「ガバナー月信」を毎月必ず熟読する人は
「破天荒」な人だ（笑）ではなく、大リーグ・エン
ジェルスの大谷は破天荒なプロ野球選手だ！
中日ドラゴンズの根尾君も破天荒な選手になって
ほしい‼

会報/雑誌委員会

委員

前越 路子

私は、卓話の泉と、私
の一冊、俳壇、歌壇、
柳壇、のところを紹
介します。
卓話の泉は、会報週
報誌に掲載の卓話の
中から、ミニ知識、客
観的内容のものを主
に要約、掲載されて
います。例会の卓話
では、当クラブでも様々な内容のお話を聞くこと
ができ、いつも自分の世界が広がっていくような
心地がしています。卓話の時間はその時々でタイ
ムリーなお話であったり、職業からのミニ知識な
どを教えていただける時間だと思います。
自分のクラブの卓話の時間でも様々なお話が聞け
て楽しいのですが、ロータリーの友のページにな
ると、全国規模で話が聞けます。今回の９月号では、
弁護士に依頼するお話で、８月号は供養スタイル
の話でした。供養スタイルの話は、私個人としても、
思うところのある話でしたのでとても興味深かっ
たです。全国的に会員の方々から話が聞けて、時に
ためになる、しかも要約してあるので要点がはっ
きりしておりとても読みやすく工夫されています。
このページは、短いですが、ロータリー会員の特色
がよく出ているページだと思います。
次に、私の一冊です。ここは、ロータリー会員が自
分の気に入りの一冊を紹介する欄です。私として
は、ロータリー会員なので、仕事に関係したビジネ
ス書や指南書などが多いのかなと、思っていまし
た。もちろんそういうときもありますが、ほとんど
趣味の域で、８月号などは SF 作品の紹介でした。
ここでは、紹介している本の内容と読みどころが
書かれていて、SF 好きの私にはちょっと心惹かれ
るものがありました。
この本は、短編なのですがこの話を中編にしてあ
る本もあると紹介があり、この紹介者の方は、本当
に SF 好きだということが、しみじみ感じ取れまし
た。9 月号は打って変わって、不動産激変という本
です。これは現在のコロナ禍において、集中、効率
を考えて暮らしていたところから、分散した社会
構造に変化を余儀なくされていることが書かれて
いる本です。この分散した社会構造に変化を支え
ているネットワーク社会。社会構造自体の変化が
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求められている時代だということが実感できる一
冊だと書いてあります。今後の私たちの生活につ
いて考える一助となるのではという本の紹介でし
た。10 月号は、なんと鬼滅の刃！何もいう事がご
ざいません。次に、俳壇、歌壇、柳壇についてです。
紹介するまでもなく、俳句、短歌、川柳の投稿ペー
ジです。会員からの投句をもとにそれぞれ選者の
方が、選んで載せています。
これらは、高山でもたくさん趣味にしておられる
方が多く、俳句では西ロータリーの小森さんの投
句が載ったことがあります。高山は俳句の会が多
数あり、かくいう私も、まだ始めて１年に満たない
ですが勉強させていただいています。勉強中のた
め、選者の言葉などもきちんと読んでいますが、な
かなか難しいです。
私の父親は、生前赤梼集という俳句の雑誌に俳句
の選を載せていました。結構苦労して原稿を書い
ていました。原稿締め切りが近くなると、仕事そっ
ちのけでうんうん唸って、書いていましたが、まず
俳句を選ぶのが難しいと言っていました。選者も
大変です。
短歌も、詠んでみるとなかなか趣のある歌が並ん
でいます。短歌の場合は、できましたら声に出して
詠んでみてください。ただ字面を見ただけと、声に
出すこととでは印象が違っていて、選者の方とは
違う歌の方が私は好きだなとか思うことがありま
す。楽しみ方はいろいろでいいのではなんて思っ
ています。川柳は、ただただおかしいです。大笑い
したりクスッとしたり、はたまたほっこりしたり、
色々楽しめます。仕事に疲れているとき、この川柳
の欄を読んで、一服してはいかがでしょうか。

会報/雑誌委員会

委員

益田

大輔

ロータリーの友の個
人的なお薦めは、縦
組みの巻頭特集の
「SPEECH」です。前年
に全国各地で開催さ
れた地区大会や IM、
周年事業の「基調講
演」の要旨で、いわば
年間 12 回限定の珠
玉の講演記録です。
テーマは多彩でグローバル（時にローカル）であり、
SDGs や子どもの貧困、ユニバーサルデザインや多
様性社会など、先進的なトピックスを扱っていま
す。SDGs で見てみると、2018 年の 3 月に IM の基
調講演として広島大学、関西学院大学の教授が講
演され、ロータリーの友の 2019 年 2 月号 3 月号に
掲載されました。2021 年 5 月に高山市が SDGs 未来
都市に認定されましたが、自分自身がどのタイミ
ングで SDGs に触れたかを振り返ると、ロータリー

の活動やロータリーの友のスピード感が感じられ
るでしょう。また、本日の中日新聞の一面に出てい
た「こども庁」関連では、包括的こども食堂やこど
もと貧困、児童虐待をテーマに 2017 年に各地のセ
ミナーや IM で講演が行われ、2018 年のロータリー
の友に掲載（福祉と教育を区分せずに横断的に捉
え、子育ては国や地域の責務として考えるべき。こ
どもの貧困は教育の敗北である）とされ、現在は
2021 年という時系列です。
また、2020 年 5 月/6 月号の「子どもの自立と地域
課題を解決できる対話力となる」の章の中で、対象
大学の浦崎太郎先生のお話として、
「岐阜県飛騨で
の話でした。すたれつつあった地域の伝統的な祭
を、廃校になりそうだった地域の高校生が再生さ
せる中で、高校も再生できたというストーリーで
す。
（略）高校が存続するためには、高校生である
子ども達と地域の大人達の間に対話が必要なので
す。
」とあり、吉城高校の YCK プロジェクト（よし
き地域きらめき）による再生が取り上げられてい
ます。2017 年前後に浦崎先生が良く飛騨地区に来
られていた（当時は可児高校）ことを踏まえ、時系
列を振り返ると感慨深いです。なかなか紹介は尽
きず、個人的に一番のお薦めは 2020 年 9 月号のア
ジア太平洋立命館大学学長、出口治朗先生の「変態
が改革する多様性社会」ですが、このような先進的
な講演記録が月額 220 円で読める現実に感謝です。
およそ 1～2 年で世間的な注目が集まるテーマの先
取りに、是非「SPEECH」をご活用ください。

会報/雑誌委員会

委員

住

祐治

ロータリーの友 9 月号 P20
■ロータリーアッ
トワーク
「ゴミ拾いはスポ
ーツだ」
第 2530 地区福島 RC
ロータリー奉仕デ
ーの活動として、福
島駅東口周辺でゴ
ミ拾いを行い、その種類と量をポイントで競い合
うスポーツ型イベント「第 1 回スポ GOMI 大会 in
ふくしま」を開催した事について触れたいと思い
ます。福島県は１人当たりのゴミ排出量が全国ワ
ースト 2 位でゴミ削減が課題にたっている事が背
景にあり、驚いたのがゴミ拾いをスポーツとして
考え、参加者で競い合い、表彰するという発想が凄
いなと思いました。私ども建設業協会の奉仕活動
の内では、各社 1 社ずつ参加し場所も決められて
いて、開始から終了時刻がきたら自由解散という
のが定番です。
（例：宮川のゴミ拾い清掃、道路の歩道清掃、道路
側面の草刈り等）
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参加者についても、クラブ会員・ローターアクタ
ー・インターアクター・家族連れ・地元企業グルー
プ・高校生など幅広い世代の市民が加わり総勢 324
名が参加しています。みんなで街を歩き、汗をかく
事で健康推進に繋がりますし、街を美しくする事
でゴミをしにくい街の環境を創りだす。それから、
環境保護を重視し表彰式での電源は電気自動車か
ら供給。トロフィーは県産木材の配材から製作。表
彰状もバナナの茎を加工した用紙を使用。といっ
たように、現代社会でも言われていますエコロジ
ーを同時にアピールしている。社会的な問題を、
1 つの奉仕イベントで複数の事をアピールできる
というのは、クラブ活動が社会貢献している事を
表現出来る事や市民に対し自己啓発を推進する事
に繋がります。私は去年入会しましたが、コロナ禍
の内クラブ活動は自粛で、ほとんど活動を経験し
ていません。このロータリーの友を全ては読めて
いませんが、何か自分が気になる記事を見つけて、
自分自身どんな奉仕活動が出来るか、探っていき
たいと思います。

９月のお祝い
＜会員誕生日＞
下田 徳彦
中田 一男
平林 英一
内田 茂
三枝 祥一

S４２年９月 ４日
S２３年９月 ９日
S２６年９月１６日
S２６年９月２１日
S２５年９月２５日

＜夫人誕生日＞
足立 常孝 加代子
＜結婚記念日＞
都竹 太志
高木 純

９月１５日

H１５年９月２１日
S６１年９月２7 日

１０月のお祝い
＜会員誕生日＞
中田 專太郎
伊藤 正隆
住 裕治
二木 公太郎
坂之上 健一
岡﨑 壮男
益田 大輔
井ノ下 雄志
谷口 欣也
＜夫人誕生日＞
岩垣津 亘
和田 良博
田中 雅昭
葛谷 嘉久
＜結婚記念日＞
内田 茂
津田 久嗣
坂之上 健一
熊﨑 元康
鶯塚 英雄
平林 英一
久々野 國良

S３０年１０月 ６日
S２７年１０月１１日
S４４年１０月１１日
S５０年１０月１２日
S３１年１０月１７日
S３５年１０月２１日
S４９年１０月２１日
S４８年１０月２４日
S３５年１０月２７日

則子
景子
栄子
知美

１０月１１日
１０月１１日
１０月１３日
１０月２５日

S５８年１０月 １日
S６２年１０月 ４日
S５７年１０月１９日
H ５年１０月２４日
S５７年１０月２８日
S５２年１０月３０日
S５１年１０月３１日
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＜ニコニコＢＯＸ＞
ようやく緊急事態宣言期間も終わり、例会再開と
なりました。本日は出席率も高く多くのメンバー
と再会できる事を嬉しく思います。このまま、収
束に向かう事を祈念しております。理事役員一同

本日は 8 月 23 日以来の例会となりました。皆様
よろしくお願い致します。私事ですが、昨日 2 回
目のワクチン接種が終わりました。コロナの終息
を願ってニコニコへ。
下田 徳彦

久しぶりの例会です。私は 9/16 に 70 歳になりま
した。何とも言えない複雑な気分です。プラスに考
えるには、孫たちと遊べる事かなと思います。昨日
は、4 年ぶりに孫 3 人と「牧歌の里」に行きました。
コロナの終息を願ってニコニコへ。平林 英一

周先生に面白い事を言ってもらう為にニコニコし
ます。
劔田 廣喜

コロナの終息を願いニコニコへ。
日本薬剤師会の全国学術大会が博多で行われ、そ
こで日薬功労賞を頂くことになっておりましたが、
コロナで中止でした。楽しみにしていた分ガッカ
リしています。賞金を頂きましたのでニコニコへ。
伊藤

正隆

周

信夫

