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●点 鐘
●ロータリーソング
奉仕の理想
●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 1287 回例会、
会長の時間のご
挨拶を申しあげ
ます。当高山中央
ロータリークラ
ブの令和 3 年事
業年度も残すと
ころ 3 カ月となりました。それに合わせ、第 2630
地区では、新事業年度の活動並びに体制整備に向
けた準備が進められております。3 月 26 日の PETS
に始まり、来る 4 月 16 には各クラブの会長エレク
ト始め次期幹事、会計、次期各委員長、そして新会
員を対象に「地区研修・協議会」が長良川国際会議
場で開催されます。昨年の研修会はコロナにより、
オンライン（Zoom）での開催でしたので 2 年ぶり
のリアル開催となります。中田会長エレクト始め
出席要請がございました会員の皆さまには、大変
お忙しいなか恐縮ですが、よろしくお願いいたし
ます。3 月 28 日の例会で中田学会長エレクトから
第 2630 地区の活動方針、RI テーマといった PETS
に参加しての報告と説明がございましたが、RI 会
長エレクトにはジェニファーE・ジョーンズさん、
115 年におよぶロータリーの歴史で初の女性会長
ということで、少し調べてみました。所属クラブは
カナダのウィンザー・ローズランド RC。クラブの
所在地ウィンザー市はカナダ・オンタリオ州にあ
る人口約 20 万人の都市で、カナダ最大の都市トロ
ントに近く、また北側に米国のデトロイト市があ
ります。ジェニファーE・ジョーンズさんは、ラジ

オ・テレビ番組の制作、企業や NPO の動画制作、
「ライブ番組の制作を」専門とするメディアスト
リート・プロダクションズの社長兼 CEO を務めら
れています。夫も同じクラブに所属し、第 6400 地
区のガバナーノミニーとのことです。女性初の会
長に指名されるにあたり、ジョーンズ氏はロータ
リーの「多様性、公平さ、開放性（DEI）、を最優先
し、女性会員や 40 歳未満の会員を増やす、それに
は、まずリーダー陣がこれを実践し、そのメンバー
構成に反映させていく必要がある」と話されてい
ます。そして RI テーマは「IMAGINE ROTARY：イマ
ジン ロータリー」
。去る 1 月 20 日、次年度の地
区ガバナーに向け、オンラインでライブ配信し、
2022-23 年度の会長テーマ「イマジン ロータリー」
を発表しました。
『イマジン』を聞きますと、どう
してもジョン・レノンの曲『imagine』を想像して
しまいます。この曲を聴いていただきながらお話
します。※『imagine』がながれる。
ジョン・レノンが 1971 年に発表した『imagine』
は、大いなる祈りと権威への挑戦、真実を探求する
ことを目指した作品と言われています。国家や宗
教や所有欲によって起こる対立や憎悪を無意味な
ものとし、曲を聴く人自身もこの曲のユートピア
的な世界を思い描き共有すれば世界は変わる、と
訴えかけています。RI 会長エレクト、ジェニファ
ーE・ジョーンズ氏は、
「IMAGINE ROTARY：イマジン
ロータリー」について、
「想像してください、私た
ちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚
めるとき、その世界に変化をもたらせると知って
います」と述べています。さらに講演の中では、世
界にもたらせる変化を想像して大きな夢を描き、
その実現のためにロータリーの力とつながりを生
かすよう呼びかけており、ジョン・レノンの
『imagine』が訴えかける「世界を思い描き共有す
れば世界は変わる」を意識されたものと思われま
す。このように、次期 RI テーマ「IMAGINE ROTARY：
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イマジン ロータリー」は現代社会の課題と国際
情勢を踏まえた大変意義深く、格調高いテーマで
あり、ジェニファーE・ジョーンズの新会長のご活
躍を期待したいと思います。そこで、改めて今年度
の当高山中央クラブのテーマについてお話します
と、浦田ガバナーの“先義後利”の考えを踏まえ、
“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。
「あなたを Happy に-Make You Happy-」
としました。実は、このテーマとなった背景もある
名曲から来ています。気づいている方もあると思
いますが、それは、この曲です。
※NIZIU の曲 Make You Happy がながれる。

●幹事報告
幹事 下田 徳彦
◎RI 本部より
・ザ・ロータリアン誌
〇ロータリー米山記念奨学会より
・米山功労者感謝状 大保木 正博会員
●クラブ協議会
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●高山中央未来委員会

委員長

坂之上

健一

会員の皆様こんに
ちは！久しぶりの
例会でとても新鮮
な感じがしますが
皆様はいかがでし
ょうか。
本日は「高
山中央未来委員
会」2 回目の担当
例会となります。
今回の例会では新たに中長期の事業計画案をお話
しする予定でしたが、長引くコロナ感染症の蔓延
で、予定通り例会を開催する事もできないまま一
年が過ぎてしまい例会が開催されない事が続き、
会員の皆様もロータリークラブに対する気持ちが
薄れてしまったのではないかと危惧しております。
特にここ三年以内に入会された会員の皆様は、ロ
ータリークラブに入会した意義もわからないまま
期間だけが過ぎてしまい、期待をもって入会した
のに期待が薄れてしまったのではないかと心配を
しております。そこで、今回は予定をしておりまし
た例会内容を変更し中長期事業計画の提案をする
以前に、会員の皆様が現在当クラブについてどの
ように感じているのか、皆様の気持ちをお聞きし
今後のクラブ運営の参考にしたいと思います。前
回の担当例会には、ロータリーの基本である「職業
奉仕」について地区委員長にお越しいただき卓話
をして頂きましたので、
「職業奉仕」について少し

は理解していただけたと思います。今回はそれら
活動を行う事業や寄付金等、皆さんの負担になっ
ているのではないか率直な感想をアンケートとし
てお聞かせいただけたらと思います。理想とする
クラブ作りを行うには、やはり会員の皆様が楽し
いと思えるクラブ、そして積極的に事業に参加し
たくなる雰囲気のクラブではないかと思います。
そんな事を思い、どれだけでも皆様の負担となる
事が軽減できないか真剣に考え長くロータリアン
を続けていけるよう執行部と共に考えたいと思い
ます。皆様も今一度「ロータリークラブ」について
真剣に向き合ってみてはいかがでしょうか。
一助になることができたら、これが一番の職業奉
仕かなと考えております。

＜ニコニコＢＯＸ＞
3 年ぶりの山王祭が両日とも天候があまり良
くなく、ポリオ根絶募金活動にも影響しそう
で残念です。
足立 常孝
4/14 次男家族と初孫が高山に集まり「お食い
初め」をする事になりましたが、天気予報は
雨。夜祭りが見られないので晴れてほしいと
思います。
高木 純
昨日の「はぐるま会」で優勝、ベスグロ・馬
を頂きましたのでおすそ分け。 三枝 祥一
昨日の第 200 回はぐるま会ゴルフコンペにて
2 位の賞を頂きましたのでニコニコへ。参加
されました皆様、お疲れ様でした。優勝の三
枝プロ、おめでとうございます。
今井 哲也
昨日の第 200 回はぐるま会ゴルフコンペに出
席しましたが、何も良いことはありませんで
したが、天気だけは良かったのでニコニコヘ。
植木 眞吾
本日早退いたします。ゴメンナサイ！
田中

雅昭

