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●点 鐘
●ロータリーソング
それでこそロータリー
●高山中央ロータリークラブ職業倫理基準
●会長の時間
会長 大原 誠
みなさん、こんにちは。
第 1282 回会長の時間、例会のご挨拶を申し上げま
す。さて、12 月も中旬に入り、年の瀬を感じる時
期となりました。この時期、毎週末、スポーツや芸
能のビッグイベントの放映があります。それは漫
才の M-1 グランプリではなく、一つが、アメリカ
ンフットボールの大学日本一を決める第 74 回甲子
園ボウルで、その名の通り、甲子園球場で行われ、
BS1 で放送されますが、当クラブの平林先生の母校、
関西学院大学が 4 連覇を目指し、法政大学と対戦
します。ラグビーと比べて、馴染の無い方が多いと
思いますが、米国ではプロスポーツの中で一番人
気の高いのが、大リーグでもなく。プロバスケット
ボールでもなく、断トツにアメリカンフットボー
ルです。私もあるきっかけがあって毎年見るよう
になったのですが、一度ご覧になると、その面白さ
がわかるのではないかと思います。そして、もう一
つのビッグイベントが、ひだしんの電子地域通貨
“さるぼぼコイン”についての全国放送です。その
番組は TBS 日曜朝放送の「がっちりマンデー」で、
ご承知の通り、毎週、特定の企業にスポットを当て、
儲けるための特質的なビジネス施策を紹介する生
活情報バラエティ番組です。11 月 22 日に高山市内
での撮影があり、先々週の 3 日に TBS の赤坂スタ
ジオにて、
番組 MC の加藤浩次さん、
森永卓郎さん、
進藤アナと一定の距離だはありましたが、番組収
録が行われました。高山市並びに地元商店街も紹
介されると思いますので、19 日に使用日、7 時 30
分からの「がっちりマンデー」を、是非ご覧いただ
けたらと思います。そして最後にやるキメポーズ

「さるぼぼコインでがっちり」が上手にできてい
るのかも、ご期待ください。さて、先週ロータリー
国際事務局についての話のなかで、日本の東京を
含め世界 6 ヵ所にある事務局がそれぞれ国・地域
のロータリークラブを管轄しているが、イギリス
を管轄するところが入っておらず、イギリスのロ
ータリークラブは RIBI（Rotary Great Britain &
Ireland）がイギリスとアイルランドのロータリー
クラブを担当しており、国際ロータリー世界本部
や国際事務局の管轄ではなく、会費を始めとして
独自の運営を行っているとの話をしましたが、今
日は、その歴史的な経緯とともに少し調べた事を
ご紹介します。ポール・ハリス氏が、世界初のロー
タリークラブ 1905 年に設立したのち、ロータリー
が大西洋を渡り、グレート・ブリテン、すなわちイ
ギリスとアイルランドにまで拡大し、1914 年にロ
ータリークラブ国際連合会の一環として、ロータ
リークラブ・イギリス協会が設立されました。その
当時は、ちょうど第一次大戦中であり、国際間のク
ラブの接触はほとんどなく、イギリス協会はグレ
ート・ブリテンとアイルランド、その他のヨーロッ
パ地域社会のわずかな数のロータリークラブを一
つのグループにまとめました。大戦後の 1922 年、
新しい国際ロータリーの定款が採択されましたが、
それによって、一つの国の中で、25 のロータリー
クラブが出来るごとに、それが一つの「テリトリ
ー・ユニット」
（地域単位）となること。さらに 1
ユニットは、国際ロータリー理事会に 1 名の代表
者を送るとともに、その他の特定の権限を受ける
ことが出来るという原則が確立されました。その
際に、グレート・ブリテンとアイルランドのクラブ
は直ちに、
「テリトリー・ユニット」の申請を行っ
てその地位を与えられましたが、それ以降、世界に
は、これ以外のグループでこの地位を申請もしく
は授与されたところはありません。1927 年に国際
ロータリーはこの「テリトリー・ユニット」の概念

第 1282 回 R03･12・13
を廃止し、ロータリークラブを全世界の地域全地
域によって組織するとしました。その際に、
「現在
のテリトリー・ユニットの持っている権利、特権、
および権限」のすべては永久に保護し、永続させる
こととしました。従って、RIBI は、RI 定款による
決まった承認を前提に、現在も国際ロータリーの
独立した単位として機能し続けています。RIBI に
はその管理機関として RIBI 審議会も存在し、りび
は、地理的条件、言葉、伝統、風習のためグレート・
ブリテンとアイルランドにのみふさわしい運営と
しており、地区とは若干異なる運営形式を維持し
ているわけですが、国際ロータリーの完全な会員
であるとのことです。今回、調べる中で、昨年 11
月開催のロータリー研究会やその後の報告会での
「ロータリーの未来形成 SRF: Shaping Rotary’s
Future」のレポートの中を見ますと、ロータリーの
ガバナンスとして新たな構造モデルが提唱されて
おり、その草案のキーワードとして「地域化」であ
るという事が強調されています。
その内容は、
・地区を廃止して地域（Region）とする。
・草案では世界で 2 地域が提案され、日本は全体
で 1 地域とする。
・地域は文化、言語、ニーズとフォーカス、地理、
効率性でグループ分けする。
・各地域には 3 年任期のリージョナルカウンシル
を置き地域内のクラブの選挙で決定される。
・地域内のロータリークラブ、ローターアクトク
ラブの会員が梨候補できる。
・これによれば、日本のリージョナルカウンシル
は 1 名となる。
・地域で賦課金を徴収でき、日々の活動のための
委員会を置くことができる。
といった概要ですが、さらに、レポートでは、今回
提案されている地域が RIBI の現状の管理運営状況
について研究し参考にいたいとあり、現在ロータ
リー米山記念奨学事業が日本の全地区による合同
活動として国際親善に寄与しているが、
日本が 1 リ
ージョンとなることにより、今後日本により適し
た事業と活動の展開の可能性が広がるのではとい
った期待もあると報告されています。以上が、RIBI
を調べる中で、わかってきたことですが、その詳細
や進捗状況などについては、今後、剱田パストガバ
ナーからお話があるかもしれません。

●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
・11 月クラブ会員増強報告
・女性会議アンケート集計表
・年末年始休暇のお知らせ
12 月 27 日（月）～1 月 6 日（木）まで
（地区事務所/地区大会事務所 同様）

＜会報＞
・高山 RC

●公共イメージ/IT 委員会

委員長

前越

路子

本日はオンライ
ン例会の体験を
していただこう
と思います。8 月
にオンラインと
Zoom についての
勉強会を実施し
ました。そこで
オンラインにつ
いての基礎的な理解をしていただき、本日具体的
にどんな風になるかを体験していただきたいと思
っています。この例会の模様をオンライン発信し、
それをそれぞれの会員の方に受信していただくと
いうことなのですが、この会場内で一斉に受信し
ていただくと、回線がパンクしてしまい発信映像
が動かなくなる可能性があるため、各テーブルに
一人ずつ代表の方のスマホまたはタブレットから
つないでもらうようにしたいと思います。
堀口裕之さん、葛谷嘉久さん、小出貴博さん、井之
下雄志さん、坂之上健一さん、三枝祥一さん、中田
専太郎さん、高木純さんにお願いしてあります。よ
ろしくお願いします。
会場が狭いためハウリングを起こす危険があるた
め、今日の体験例会は音を入れずに行います。IPad
の映像をミーティング主催者として、それを此方
のパソコンに飛ばしそのパソコンの映像をプロジ
ェクターで映します。ミーティング参加者は主催
者の映像の上にそれぞれ一人ひとり窓が空いて映
されます。参加者については、映像が出ず参加者の
登録名で載ることもできますが、例会参加の確認
をするため各人の映像が映る設定で行います。各
人の、スマホ、タブレットに Zoom のアプリを入れ
てもらい、ミーティング参加者の ID とパスワード
を入れると参加できます。コロナが始まってから、
2 年半くらいまともに続けて例会が行えず切れ切
れにつながっていたのでその間にオンラインで例
会を行えば、会うことができること、また、普通に
例会を行っているうちでも、出張などで参加でき
なくなった場合、例会をオンラインで発信してい
れば出先で参加できるということもあり、今後の
ことも考えて今期のうちにオンライン例会という
形を作ろうと思いました。実際に、やってみると、
まず、ミーティングに参加する ID とパスワードを
どう知らせるか、これはスマホの機種によりやり
方が違っており、また、メールで ID パスワードを
送ることもできるのですが、アドレスが登録して
ないと、メールが届かなかったりするため、まず、
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メールの登録が必要かと思われます。参加確認も、
映像で行う場合顔認証アプリで行うことになると
思われますが、そのアプリにまず顔を登録する必
要があることから始めなければなりません。この
ように、課題は山積みですが、今回の体験で、オン
ライン例会はこんなものと感じていただければい
いと思っています。この with コロナの時代、いろ
いろな形の例会を考えていかなければ、と思うこ
とです。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日は出席する予定でしたが、出られなくなり
ました。申し訳ありません。私は元気です。また
来年もよろしくお願いします。 海老沢 玲子

来週 12 月 20 日（月）18：30 から「忘年例会」
となります。ご参加の皆様、体調を整えて銀風に
お集まり下さい。
井ノ下 雄志

本年の日本薬剤師会の薬事功労賞を頂きました。
本来ですと日本学術大会の最初に日薬会長より
表彰を受ける予定でしたが、コロナで中止。通常
のバッチの 3 倍程のバッチと薬剤如来像の盾を
頂きました。副賞として〇〇円も頂きましたの
でニコニコへ。
伊藤 正隆

来年 3 月 20 日（日）
「第 19 回雫宮祭」を開催し
ます。今回も是非皆様方のご協力をお願いしま
す。
都竹 太志

今週末の日曜日、世界生活文化センターで「にこ
にこ発表会」があり、ゲストでトランペットとデ
ュオで演奏します。失敗しないことを祈りニコ
ニコへ。
高木
純

ひだホテルでの例会は今日が今年最後です。い
つもニコニコ協力頂きありがとうございます。
来週の「忘年例会」にもニコニコ協力をよろしく
お願い致します。
平林 英一

