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●点 鐘 
●ロータリーソング     我らの生業 
●四つのテスト 
●ビジター・ゲストの紹介 
 濃飛グループガバナー補佐  
            奥村 幸夫 様  

国際ロータリー第 2630 地区 
 職業奉仕委員会委員  北川 宥智 様 

●会長の時間       会長 中田 学 
こんにちは！  

会長の時間です。 

先々週は、出前講座、あ

りがとうございました。 

１９名の皆さんに講師に

なっていただき、１グル

ープを５～６人で 2 回転

して、子供たちとやりと

りしながら進めていただ

きました。私は会場内を見回っておりましたが、私

たちの未来を担う子供たちへの思いが、しっかり

と子供たちに伝わっていたのではないかと感じま

した。あらためて、この出前講座は、高山中央ロー

タリークラブの一丁目一番地の事業だと思いまし

た。今後も多くのメンバーに関わっていただきな

がら、続けていければと思いました。 

また、先々週の日曜日には、６クラブ対抗親睦ゴル

フコンペが開催されました。団体戦を、各クラブ上

位５名のスコアで競うのですが、高山ライオンズ

と高山中央が、同じスコアで並んで、最終、年齢上

位ということで、優勝させていただきました。 

コンペ前に、中央のゴルファーもずいぶん老齢化

して、勝てなくなっているなあという声を聞いて

いましたが、年齢上位ということで、健康に年齢を

重ねることは大切だなぁと感じました。 

今月は、ロータリー財団月間です。先日、岩本エレ

クトに、地区ロータリー財団セミナーに出席いた

だきまして、次年度に向けて準備を整えていただ

いております。先月 3 日の例会で、地区ロータリ

ー財団補助金小委員会から長岡俊輔様にお越しを

いただいて卓話をいただきました。今月は、その時

の記憶を呼び戻していただければと思います。 

今日は、濃飛グループ、奥村ガバナー補佐にお越し

いただいております。後ほど、ご指導よろしくお願

いします。そして、本日の例会は、三枝職業奉仕委

員長にご担当いただき、地区から北川宥智様にお

越しいただき、卓話をいただきます。どうぞよろし

くお願いします。また、本日から、次年度理事役員

を張り出させていただきました。ご確認ください。 

最後になりますが、お手元に、「消費税のインボイ

ス制度が始まります」という資料があります。 

先月の２０日に、高山税務署の矢澤署長が事務所

にお越しになって、「消費税のインボイス制度」に

ついてご説明いただき、クラブの皆さんにぜひお

伝えくださいと依頼を受けましたので、少しお話

します。資料にあるように、来年から制度が始まり

ますが、3月３１日までに登録申請が必要で、登録

を受けるか否かは、それぞれの事業実態にあわせ

てなので、任意になりますが、受けられる方は期限

ギリギリでなくお早めに申請をしてくださいとの

ことでした。また、わからないところがあれば何な

りと税務署にお問い合わせくださいとのことでし

た。矢澤署長は、この春に赴任されて、こういった

機会に、高山のこと、いろいろお話をお聞きしても

っと良く知りたいとのことでした。高山のこと、私

たちのクラブの活動について知ってもらう良い機

会となりました。出前講座のお話をしたら、ぜひ税

務署職員にもというお話もありました。 

高山市内、コロナ、増えて、減っていかない状況で

す。インフルエンザも併せて、十分気をつけくださ

い。  

◆会長  中田 学   ◆幹事  二木 公太郎   ◆会報委員長 西 美紀  ◆会報担当 高木 純 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1304 回 

54 名 54 名 35 名 ----- 64.48％ 

前々回 

1302 回 
54 名 54 名 39 名 9 名 87.04％ 
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●幹事報告 

◎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 

 ・地区大会ご参加のお礼 

  ・インターアクト地区協議会名称変更および 

   統合のご案内 

  ・2025-26年度ガバナー候補者推薦について 

  ・世界ポリオデーイベント フォトコンテス 

   トのご案内 

  ・バギオだより 

  ・バギオ訪問交流の旅の募集について 

○濃飛グループガバナー補佐より 

  ・ＩＭご参加のお礼 

○大垣西ロータリークラブより 

  ・第 45回インターアクト年次大会の報告書＆ 

   ＤＶＤ 

 ＜会報＞ 

  ・下呂ＲＣ 

 

●ガバナー補佐訪問 
濃飛グループガバナー補佐  
            奥村 幸夫 様 
皆さん、こんに

ちは。 

今日で 6 回目

です。幸い雨も

降らずにいい

天気で来るこ

とができまし

た。だんだん山

の色が上がっ

てくると紅葉が進んでいくという景色を楽しんで

参りました。先般、公式訪問から始まって，ＩＭ、

3 年ぶりの地区大会と多数ご出席いただきまして

本当にありがとうございました。武田邦彦先生の

お話を聞かれたと思いますが、非常に過激なお話

が多かったわけですが、女性と飲みに行くと 15分

は寿命が延びるとか、色々とそういうお話をされ

ましたけども、決して根拠のない話じゃないと思

いますので、少しは参考にしていただけるといい

のかなと思います。それから、地区大会の鈴木一作

さんのお話の中で、印象に残ってるのは親睦、学び、

奉仕、成長ということはですね。親睦をして、そし

てその中から学びがあって、そして成長して、奉仕

する、ということですね。まさしくそれが本当に大

切なことである、という風に感じる次第でありま

した。ＲＩ会長代理歓迎晩餐会ですが、盛大に開催

されまして、中田会長がお見えになってたと思い

ますが正常なロータリー活動に入ってきつつある

というような気がしました。地区大会では、高山中

央さんはローター賞ということで、本当におめで

とうございました。立派な活動をされていると思

います。クラブ活動計画書に、ロータリー賞の目標

と達成方法が明記してあるのは高山中央さんだけ

であります。非常に活発に取り組んでおられます。

出前講座も立派に活動されてると感じる次第であ

ります。濃飛グループの中でもきちっとチャレン

ジをしていくべきかなという風に思いました。多

分、他のクラブはあまりそこまで考えてないと思

いますので、その辺りをこれから、各クラブに回っ

てお話をしてまいりたいと思う次第であります。

先般他クラブ訪問に行きましたが、出席率が 50パ

ーセントで非常に寂しい感じが致しました。出席

率が上げる事をしていかないといけないのかなと

いう風に感じました。それぞれの地域の事情がご

ざいますので、一概になんとも言えませんけども、

それが現状であるということです。ロータリー活

動も色々な方面で変化をしていくのかなという風

に思いますけども、やっぱり根幹は、職業奉仕であ

り社会奉仕であるということが言えますので、本

当に大変であると思いますが、これからも継続し

て取り組んで頂けるといいのかなと思います。よ

ろしくお願いしたいと思います。今年もあと 1 ヶ

月なんですけど、皆さん元気で。応援したいという

風に思っています。本日は誠に誠ありがとうござ

いました。 

 

●職業奉仕委員会 委員長  三枝 祥一 
皆さん、こんにちは。本

日は職業奉仕委員会の

担当例会でございま

す。本日は地区職業奉

仕委員会の北川宥智様

に、卓話をお願い致し

ております。 
紹介させていただきま

す。岐阜エトスＲＣに

所属されておられまして高家寺の住職であられま

す。先ほど剱田さんに伺いましたら、あの服部芳樹

パストガバナーの 1 番弟子でしたとか。本日のタ

イトルは「職業奉仕とは」と題してお話を頂きます。

皆様、よろしくお願い申し上げます。 
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●国際ロータリー第 2630 地区 

 職業奉仕委員会委員  北川 宥智 様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。国際ロータリー第 2630地区 地区職

業奉仕委員会委員の北川宥智です。 

ロータリアンには、それぞれのお仕事やお役目が

有ると思います。ビジネス・プロフェッショナル・

様々な職業人であるはず。職業奉仕は日本のロ－

タリーの根幹でありますが、どうもこのところの

RI は職業を通して、職業のスキルを生かして社会

に奉仕するという方向に向かっています。しかし、

これは社会奉仕であって、元々の職業奉仕ではあ

りません。社会奉仕は社会に、青少年奉仕は青少年

に、国際奉仕は国際社会に、クラブ奉仕はクラブに

奉仕するものです。その名の通り、職業奉仕とは職

業に奉仕するのであって、職業を通すことは元々

の意味にはなかったものです。ここでお願いがあ

るのですが、今から自分の職業にかかわる四つの

関係者を述べさせていただきます。具体的な方を

できれば象徴的な方を最低お一人思い浮かべてみ

ていただけますでしょうか？ 

顧客  従業員  同業の競合相手 供給仕入先 

具体例を出しますとケーキ屋さんならば、お客様

である顧客、作る人売る人事務する人という従業

員、同じケーキを売る同業他社あるお店、砂糖や卵、

小麦粉。果物屋、ラッピング、箱、ケーキ作りの道

具、衣装屋などの供給仕入先。もう一度言います。

具体的な方を一人思い浮かべてみてください。 

顧客  従業員  競合相手 仕入先 

いかがでしょうか それぞれ象徴的な方お一人を

思い浮かべていただけましたでしょうか？ 

これが職業奉仕の奉仕相手と五十年前の国際ロー

タリー事務局は明確に述べています。アメリカの

ロータリーの機関誌 The Rotarian の 1972年 9月

号の INSIDE ROTARY。ちょうど今から 50年前の文

章で、職業奉仕をわかりやすく説明していました

ので、話の代わりにこれを披露させていただこう

と思います。 

“The Rotarian”  September 1972  p.6   INSIDE 

ROTARY   北川試訳  職業奉仕とは何です

か？  

それは簡単に定義することができます 

あなたのビジネスや専門を通して他者を助けるこ

とです。 

顧客との対応にあたり  

・製品やサービスを販売するとき、できるかぎり最

上の品質と仕上がりを提供していますか？ 

・そして丁寧で正直ですか？ 

従業員との対応にあたり 

・彼らの優秀さに報いていますか？ 

・安全で快適な仕事場を維持していますか？ 

・従業員の異議に公正ですか？ 

・あなたは、誠実、正直、善意の模範ですか？ 

競合相手との対応に当たり 

・彼らに対して公正な態度を維持していますか？ 

・行動を通して高潔さ（品格）を鼓舞しています

か？ 

・組合（協会）を通して、それとも非公式にあなた

の業界の基準を高めるために協力していますか？ 

仕入先との対応に当たり 

・彼らとの関係は親しく公正ですか？ 

・公式な連絡だけでなく、口頭の約束を尊重してい

ますか？ 

いかがでしょうか？とても明確に四つの相手を語

り、どうあるべきかを述べているものではないで

しょうか？これは社会奉仕のような網掛けではあ

りません。もっともっと具体的な眼の前の人に対

する奉仕であり、それは人に対する奉仕のみなら

ず天から与えられた職業に対する奉仕であり、ひ

いてはこの大宇宙への奉仕です。 

ちなみに職業奉仕の職業とは単なる職 業

Occupation ではなく天職 Vocation とされていま

す。私は宗教家ですから、その立場から見てあえて

大げさに言えば「この世の使命」と呼んでいます。

その具体的な目に見える奉仕相手が 「顧客」「従

業員」「競合相手」「仕入先」。つまり関係者全て。

これは、強いて言えば四つのテストの第２第４で

でてくる「みんな」。4 つのテストの原文は All 

concerned関係者みんなという意味ですので、4つ

のテストのみんなとは、誰もがみんな、というよう

なフワッとしたものではなく、この四つ「顧客」「従

業員」「競合相手」「仕入先」が当てはまるのだろう

と思います。 

ロータリーは、例会を通して高い倫理観を養って

いく、職業で溜まった垢を週一回のロータリーの
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例会を通して心身ともに洗浄して、より高い倫理

観をもって職業人として生きていくということが

本来の職業奉仕とロータリーの例会のあり方だと

思います。それを高らかに歌い上げたのが決議 23-

34 の第一項。－「超我の奉仕」－の哲学であり、

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」とい

う実践理論の原則に基づくものです。だからこそ

国際ロータリー第 2630 地区の職業奉仕委員会は、

奉仕プロジェクト部門ではなく、研修部門内に設

けられています。例会は人生の道場、この会場に入

るとき四つの方面の雛形として、会場という場所、

そしてその会場の従業員の方々、いわゆる関係者

全員への感謝を表す礼儀として一礼したり感謝の

声がけをすることなどの工夫があってもよいかと

思います。先程申しました「顧客」「従業員」「競合

相手」「仕入先」という職業奉仕の相手を考えれば、

どの会員もそれぞれに面白いエピソードがあり、

内部卓話のネタが尽きないように思います。いや

他のクラブに出掛けての卓話も可能です。いずれ

にしても例会に出席したいという例会づくりを、

ひとりひとりの会員が意識していく。これが良き

例会づくりであり、倫理観の向上であり、職業奉仕

へとつながっていくと思います。 

職業奉仕とはなにか？ 現在の RIはビジネスや専

門のスキルを用いて、社会奉仕することと言って

いますが、本来はビジネスや専門を通して具体的

な他者を助けることです。それが職業に対する奉

仕。その奉仕をする相手とは 「顧客」「従業員」

「競合相手」「仕入先」。その相手に対して、昨日よ

りは今日、今日よりは明日と倫理観を高めて接し

ていくこと。 

最後に、お伝えしたいことがあります。誰もが失敗

しますし、倫理観にもとる行動も時にはあるでし

ょう。しかし、それを一週間に一度の例会で反省し、

自分を鑑み、自分の心を浄化し、他者の失敗をも広

く受け止めて、寛容な心で助け合い、普段の職業に

奉仕をしていく、これがロータリー活動の基本で

はないかと思います。 

今日のお話が職業倫理の向上につながれば幸甚で

す。ご清聴、ありがとうございます。 

 

 

 

【第 36回飛騨地区 IAC 合同研修会に 
          参加してきました】 
  日時：2022年 10月 29日（土） 

  会場：益田清風高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パズル deロータリー8月号当選】 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

橋本 修 会員 

2回目です。おめでとうございます。 
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 ＜会員誕生日＞ 

 仲谷 政美   Ｓ１９年１１月 １日 

 高原 清人   Ｓ３２年１１月 ２日 

 橋本 修    Ｓ２３年１１月１２日 

 山本 辰男   Ｓ２７年１１月２１日 

 清水 幸平   Ｓ２６年１１月２６日 

 

＜夫人誕生日＞ 

 都竹 太志  あやこ  １１月 ４日 

 平林 英一  紀子   １１月 ６日 

 高橋 厚生  佳美   １１月 ９日 

 松之木映一  洋子   １１月２６日 

 

＜結婚記念日＞ 

 高原 清人   Ｓ５６年１１月 ２日 

 直井 宏文   Ｈ２４年１１月 ４日 

 足立 常孝   Ｓ５３年１１月 ８日 

 山本 辰男   Ｓ５３年１１月１４日 

 渡辺 甚一   Ｓ５５年１１月１５日 

 和田 良博   Ｓ５４年１１月１７日 

 大原 誠    Ｓ５８年１１月２０日 

 周  信夫   Ｈ ５年１１月２３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はお世話になります。よろしくお願い致しま

す。 

濃飛グループガバナー補佐   奥村 幸夫 様 

今日はお世話になります。 

地区職業奉仕委員会委員    北川 宥智 様 

国際ロータリー第 2630地区濃飛グループガバナー

補佐 奥村 幸夫 様 国際ロータリー第 2630地

区職業奉仕委員会委員 北川 宥智 様のご来訪

を心より歓迎申し上げます。   役員理事一同 

敬愛なる北川様のご来訪を歓迎申し上げます。「職

業奉仕」とは「黄金律」を職業生活において実践す

る事であります。法の規則に従って正しく職業を

営むだけでは不十分で法よりも高次元である「黄

金律」に従えと言っているわけであります。この様

に考えると「職業奉仕」は当に、人間がいかに生き

るか、生き様そのものです。北川様の生きざまをお

話頂けたら幸いです。       剱田 廣喜 

ガバナー補佐の奥村様、ご苦労様です。よろしくお

願い致します。親睦活動委員会のメンバーの皆様、

例会の終了後に委員会会議を行いますのでよろし

くお願いいたします。       伊藤 正隆 

濃飛グループガバナー補佐奥村幸雄様のご来訪を

歓迎申し上げます。今後ともご指導をよろしくお

願い致します。10/30 結婚記念日、そして 11/6 は

妻の誕生日にお花を頂きありがとうございました。

ケーキを食べ過ぎました。     平林 英一 

米山記念奨学会に寄付を頂きありがとうございま

す。尚、うっかり寄付をするのを忘れておられる方

は、引き続き受け付けておりますので早々にご協

力をお願い致します。       清水 幸平 

ロータリーの友「パズル de ロータリー」8 月号で

当選しました。2回目です。先日の天皇賞も少し当

たりました。エリザベスが楽しみです。 橋本 修 

高山 6クラブ親善ゴルフコンペで高山中央 RCチー

ムが優勝しました。個人では 3 位になれましたの

でニコニコへ。          植木 眞吾 

妻の誕生日にお花を頂きありがとうございました。

当日は妻が東京の病院に入院中でしたが花を届け

て大変喜んでいました。今は無事退院して回復中

です。ありがとうございました。   葛谷 嘉久 

久しぶりに例会出席させて頂きました。エレベー

ターでは、岩本さんと一緒になり大変嬉しかった

です。              久々野 國良 

来週よりホテルの宴会場を改修工事するため、皆

様には会場の変更、音のご迷惑等お掛けしますが

お許し下さい。         井ノ下 雄志 

＜11月のお祝い＞ 
＜ニコニコ BOX＞ 


