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●ロータリーソング
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国際ロータリー第 2630 地区
職業奉仕委員会 委員長 原尾 勝
●会長の時間
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大原 誠

みなさん、こんにちは。
高山市の新規感染者は
9 月 25 日以降ゼロが続
いていいましたが、先
週、約一カ月半ぶりに感
染者がございましたの
で、会員皆さまにはくれ
ぐれもコロナ感染予防
にご留意いただきますよう、お願いいたします。今
週 18 日木曜日に、
「国際ロータリー第 2630 地区
ガバナー杯チャリティゴルフコンペ」が三重県の
“伊勢カントリークラブ”開催されます。当クラブ
からは、去る 10 月 9 日の濃飛グループ予選会を突
破しました、三枝さん、植木さん、岩本さん、今井
さん、の精鋭 4 名が大会に挑みます。剱田パスト
ガバナーも特別枠で参加されます。本大会は、単に
各ロータリークラブとロータリアンが集う親睦ゴ
ルフコンペではなく、開催に際しまして、ガバナー
より 3 つのキーワードが表明されています。
1. ゴルフの競技性、日頃の技術を披露する絶好
の場所であること
2. 親睦を深め、ロータリーメンバーが力を合わ
せて難関ホールに立ち向かっていただく
3. ゴルフを通して、本来の奉仕団体としての役
割を改めて感じていただく
以上がキーワードでございます。
当クラブの参加メンバーは、立派なスコアととも
に、
まさにその 3 つのキーワードを具現できる方々

ですので、ぜひご期待を申し上げます。平日の開催
で、それぞれ自社の多忙のなか参加いただきます
ので、クラブからの旅費等の補助金支給につきま
して、会員の皆さまのご理解をお願いいたします。
4 名の皆さん頑張ってください。さて、拝見された
方も多いと思いますが、先月 10 月 22 日の日経新
聞の 8 面に「地球の課題、今、若い力と」と題し、
ロータリークラブを紹介する全面広告が掲載され
ました。国際ロータリー理事の辰野克彦さんのイ
ンタビューが掲載されており、
“職業人の奉仕と親
睦を世界に”として、組織の概要や目的と活動内容、
そして他の団体との違いや特色といったことにつ
いて述べられており、コロナ禍にあって、世界のロ
ータリークラブが手を結んでグローバルなニーズ
に取り組む協働・共創の考え方や、多様性を備えた
会員基盤づくりのために若者や女性に参加を強く
呼びかけておられます。
併せて日本のロータリークラブが昨年創立 100 周
年を迎えたこと、ポリオの根絶、米山記念奨学金に
よる支援内容についても記載され、ロータリーに
ついて広く理解を求める内容となっていました。
さらに、来る 12 月 8 日水曜日、「ポストコロナの
生命学」と題し、青山学院大学 福岡伸一教授によ
る「第 50 回ロータリー研究会 記念講演会」につ
いての開催案内が掲載されていますが、当日はオ
ンライン配信により、どなたでも無料で視聴でき
ますので、お時間のある方は是非ご覧いただきた
いと思います。本日は、この後、岐阜北ロータリー
クラブ、地区職業奉仕委員会委員長“原尾 勝 様”
の卓話がございますのが、この日経新聞の広告掲
載にございますように、日本にロータリー精神が
芽吹いてから 100 年という歴史の重みを感じなが
ら、ロータリーにとって最も重要な理念の一つで
ある「職業奉仕」について改めて理解すべく、拝聴
させていただきたいと思います。
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◎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
・クラブ増強報告書 10 月分
・2021-22 年度 地区大会のご案内のチラシ
・2021-22 年度国際ロータリーゾーン 1A、2、3
第 50 回ロータリー研究会記念講演会
オンライン視聴のご案内
日時：12 月 8 日（水）15：00～16：45
〇志摩ロータリークラブより
・
「志摩の匠・きら星」チラシ
〇米山記念奨学会

・ハイライトよねやま 260

●本日のプログラム

高山中央未来委員会
委員長：坂之上

健一

ここ 2 年くらい、コロナ
の影響で新入会員・入会
してから経験が浅い会
員がロータリーについ
て勉強する機会が少な
かったので、特に新入会
員を中心に「職業奉仕」とはどういう事かという事
を原尾 勝 様にわかりやすく説明して頂きます。

地区職業奉仕委員会
委員長：原尾

勝

様

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日は、職業奉仕の話をさせていただきます。地
区職業奉仕委員会の原尾です。
よろしくお願い致します。
国際ロータリー第 2630 地区 職業奉仕委員会
委員長 原尾 勝 様（岐阜北 RC）
国際ロータリー第 2630 地区 職業奉仕委員会
委員長 原尾 勝 様のご来訪を歓迎いたしま
す。後ほど、卓話をよろしくお願い致します。
理事役員一同
地区職業奉仕委員会 委員長 原尾 勝 様の
ご来訪を歓迎いたします。
剱田 廣喜
原尾様のご来訪を歓迎します。本日は卓話よろ
しくお願い致します。
坂之上 健一
妻の誕生日にお花を頂きました。ありがとうご
ざいました。
高橋 厚生

職業奉仕とは、何か。
ロータリーの目的は、
「ロータリーの目的は、威儀
あり事業の基礎として奉仕の理念、奉仕の理想を
奨励しそれを育む」となっている。
威儀あり事業→今現在しているお仕事の意味。
それを基礎として、奉仕の理想を奨励し、どんどん
押し進めていき、それを、育てて行くことが目的で
ある。

伊藤さん、足立さん、山本さん、先日は古希おめ
でとうございました。お祝いに大変失礼いたし
申し訳ありませんでした。お詫びを込めてニコ
ニコへ。
大保木 正博
必要あって医師用の抗原検査キットを購入しま
した。自分と妻の検査をしました。やはり陰性で
したのでニコニコへ。
高木 純

