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ためには、さまざまな要素が必要だと思います。何といっ
ても例会が充実し、楽しい雰囲気であることが一番です。
また奉仕活動が地域社会から必要とされ歓迎されること

幸平

も大切です。そして、活動状況が広報で一般に伝えられる
ことも重要かと思います。情報の伝達ということでは、イ
ンターネットの活用も今後ますます必要となるでしょう。
今後さらに、多様な手段による広報活動に努めていかなけ
ればならないと思います。
本日の会員増強委員会の担当例会において、皆さまからい
ろいろなご意見を出していただき、今後の会員増強に弾み
をつけていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた
します。

＜幹事報告＞

幹事

大保木 正博

皆さんこんにちは。
エジプトのムバラク政権の崩壊は先週の大きなニュース
でした。チュニジアで 1 月に起きた「ジャスミン革命」に
触発されたエジプト民衆の抗議行動により、ついに辞任に
追い込まれました。驚いたことに百万人を超えたデモ隊の
多くは、インターネット空間を通して、政権への怒りを共
有した無党派の若者だそうです。彼らは Facebook やツイ
ッターを活用しているそうです。現代の革命はそのかたち
を変容しているようです。エジプトの今後の動向が気にな
ります。国民が望むような民主化が達成されるといいです
ね。
ロータリーの友 2 月号に中央 RC の記事が掲載されました。
高山中央 RC と平塚湘单 RC との中学生駅伝大会交流事業の
記事です。バナー紹介、出前講座に続いて 3 回目の掲載で
す。地元紙にも高山中央 RC の活動が記事としてたびたび
取り上げていただき感謝しています。高山中央 RC の活動
が広く報じられることはありがたいことです。
本日は会員増強委員会の担当例会ですが、会員増強をする

◎RI 本部より
・ザ・ロータリーアン誌
・国際ロータリーとロータリー財団の 2009～2010 年度
年次報告者
◎国際ロータリー第 2630 地区

ガバナーより

・2012～2013 年度国際親善学生・世界平和フェロー募
集のお知らせ
・地区大会 DVD ビデオ送付について
（事務局に保管してありますのでご視聴を希望の方
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はお申し出下さい）
・公益財団法人ロータリー日本財団の認定と税制上の優
遇措置に関するお知らせ
○国際ロータリー第 2630 地区
伊勢・鳥羽・志摩分区より
・ロータリーの色々議論編集小冊子謹呈
○下呂ロータリークラブより
・創立 50 周年記念式典・祝賀会のご案内
日時：3 月 13 日（日）11:00～
会場：ホテルパストール
出席要請者：会長 幹事
○ロータリーの友編集委員会より
・2011～2012 年度版ロータリー手帳お買上げのお願い
1 冊＝630 円
○関中央ロータリークラブより

そればごく一部の方だけが一生懸命協力してもらいその
他大勢の方は無関心であるということです。私以前 PTA
の会長をしていた時の事ですが、実行委員会のメンバーが
一人辞めますと一人に入会させなければなれません。5 人
辞められますと、次の 5 人を見つけてこなければなりませ
ん。そこでいつも実行委員の皆さんにご協力願うわけです
が、結局最後は私自身が頭を下げましてなんとか新しい方
を入会させたという苦労がありました。
PTA 会長の仕事の中で一番やりたくない大変な事でした。
このロータリークラブも推薦者名簿はいつも同じような
お名前の方が多く、逆に言えばクラブの会員拡大について
熱心に考えてくれている方はこのようなごく一部の方だ
けなのかもしれません。
やはり会員全員の名前が自然と推薦者名簿に記載できる
ような流れを皆さんにぜひ感じ取っていただきたいと思
います。この後は昨年度増強委員長をされた高木さんから
ロータリークラブへ入会を勧める立場からのお話しをま
た、昨年度新入会員として入会されました堀口さんから入
会を勧められた立場からのお話をしていただきまして、今
後の皆様方の拡大増強への参考にしていただきたいと思
います。

・例会場変更のお知らせ
新例会場 関観光ホテル（4 月第一例会より）

昨年度会員増強委員長

高木

純

＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞
・人権だより No.44
＜（株）クマヒラより＞
・「抜粋のつづり」

＜本日のプログラム＞
会員増強委員会

周

委員長

先日、新年家族例会がありました。
バンドの準備がありましたので、少し早く会場に来ていた
ために、気になることにでくわしました。
ちょうど、同じ階で他のクラブの新年例会がありましたの
で、どんな雰囲気なのかと思って興味本位でのぞくことに
しました。
そうしたら、受付にいたある人に、こっちは、中央と違っ

「みんなで考えよう会員拡大」

て品があるでって言われました。それを聞いて会場に足を

本日は会員増強委員会の担当例会でございます。
昨年 8 月に会員増強研修セミナーを中心に特に会員拡大
につきましてお話しさせていただきました。皆さん、ご承
知のように年々ロータリー会員の減少が問題になってい
ます。
もちろん景気の後退や人口の減少といった避けがたい要
員があるわけですが会員一人一人が会員拡大に無関心で
あればいずれクラブは消滅してしまいます。
幸い当クラブは一定した会員数を保っていますが負の連
鎖がいちどでも始まれば今の人数を確保できなくなりま
す。
先般ロータリーではありませんが神岡 JC が無くなるとい
った記事を読みました。
その記事を読みまして、無念さと寂しさを感じたのは私だ
けでしょうか。
こういった会に新入会員を勧める度に私はいつも思う事
があります。

踏み入れる気も起こらなくなりました。
すごく、悲しい気持ちになりました。
ロータリークラブにはご存知のように４つのテストがあ
り、まず第一の真実かどうかを検証する必要があります。
そもそも品とは、なんでしょうか？品とは品格のことだと
思いますが、法律で品位の維持を義務付けられている職業
があります。まずは、皇室経済法第 6 条に定められた皇族。
次に国会法第 25 条に定められた議員。つぎに、ご存知医
師法第 7 条 2 項にあるように第 4 条各号（心身の障害、麻
薬中毒、罰金刑、医事における不正、犯罪）のいずれかに
該当し、または医師としての品位を損する行為のあった場
合は 1．戒告 2．3 年以内の医業の停止 3．免許の取消し
等等と規定してあり、歯科医師はしがない医師なんで、い
いのかと思いましたら、歯科医師法も同様でした。次に自
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衛隊法第 58 条による自衛隊員、言わずと知れた弁護士（弁

ない最高の品位といえるのではないでしょうか。

護士法第 56 条）司法書士、行政書士、社会保険労務士、
公認会計士、建築士（建築士法第 21 条の 4）弁理士、税
理士、通訳案内士

「高山中央ロータリーに入会して思うこと」
昨年度新入会員
堀口 裕之

品位とは、気品や品格、人品などともいい、個人ないし特
定の団体が、礼儀や節度や人徳、気高さに富む様をいう。
またそうした、品位の保持は人々より尊敬或いは信用を受
けるとされる。品位とは特定の作法やマナーなど立ち居振
る舞いを厳格に定める価値基準も存在するが、基本的には
きわめて観念的な国際的価値観であり、国際的な権威ある
マナー・プロトコルなど一位の行動基準を共有する外交や
通商の場の他は、それぞれの国や習俗により差異もあり、
その価値観も一定ではない。いずれにせよ、身だしなみや
言葉遣いはもとよりルールやマナー(作法を含む)、立ち居
振る舞い、他者や周囲への気遣い・気配りなど日常的な自
律的行動が品位の醸成につながるとされることは確かで
ある。こうしたことから、幼児期から躾や行儀作法やテー

約一年前の某節分会の席で師匠(何の？)の高木純さんよ

ブルマナーなどの教育に力を入れる学校や家庭も多く存

り、高山中央ロータリーにお誘いいただき入会させていた

在する。 このような品位は家庭教育や学校教育の他、社

だきました。

会的な鍛錬などにより洗練されることも多いが、最終的に

当時、ある方から『高山中央ロータリーに入る？』
『・・・』

は個人の心がけによるものである。また、身だしなみやマ

『だっしゃもない！』と言われました。

ナーや行儀作法の修得といった外面的な修練も品位には

『だっしゃもない？』一年たった今、その意味がわかった

欠かせないが、基本にあるのはむしろ内面にあるといえる。

様な、わからない様な・・・

例えば、落ち着いた態度や節度、言葉遣い、他者や周囲へ

今日は飛騨弁『だっしゃもない』について考えてみたいと

の気配り、遠慮、謙虚さなどが重要な要素である。 外面

思います。

的に品位の保持に努めたとしても、それに相応しい行動や

『だっしゃもない』とは「埒(らち)も無い」が転化した言

気配りが伴わなければ評価を受けず、人徳が豊かであって

葉だそうです。

も自己流で他者から評価されなければ品位あるともみら

埒(らち)の意味ですが、無理やりどこかへ連れて行かれる

れない場合もある。 社会的には、就職活動に際しての、

といった拉致被害の拉致(らち)とは違います(あたりまえ

身だしなみや言葉遣い、態度が評価される他、営業や交渉、

です漢字が違います^^)

催しの開催に際しての対応、公的な場での言動などにおい

埒(らち)とは、馬場の廻りに巡らした柵の事だそうです。

て品位が問われる場も少なくなく、公務員や公的な資格に

すなわち「埒(らち)も無い」の意味は、
「とりとめがない・

基づく職業については法律にて品位の保持が規定されて

きまりがつかない・むちゃくちゃである」となります。(高

いるものもある。このような、品位の保持とは自ずから心

山中央ロータリーとはかけ離れたイメージです)

がけとして行うものであり、他者に見せ付けたり、強要す

「埒(らち)も無い」から転化した『だっしゃもない』とは、

ることは本来の様ではない。さり気なく自然に備わる様で

秩序がなく柵のない馬場でむちゃくちゃ楽しく走り回る

あるといえる。

中央ロータリーの皆様方のことでしょうか？(確実に違い

これで、わかったことは、品がないと言われた某ロータリ

ます^^)

ークラブの方は真実ではないことを言ったことになり、根

ところで、埒(らち)の頭に不を付けて不埒(ふらち)という

拠のない言動だったことがわかります。

卖語があります。

今は亡き、誠実で職業意識も卓越してロータリー活動に邁

不埒(ふらち)とは、｢法に外れていること。道に背いてい

進してこられたミスター品のような溝際清嗣さんは、天国

ること。ふとどきな事｣だそうです

で笑っておみえになることでしょう。

漢字の意味を語句にすると以上のような堅い意味しか出

また、他クラブとはいえ３つの誓いその３の好意と友情を

てきませんが、言葉を音として聞くと少し違ったイメージ

深めるかにも反する発言であると言えます。

となります。(失礼な話ですが、高山中央ロータリーのイ

ロータリーのいろはに相違に対する寛容という項があり

メージに近づいてきました←入会して一年の若輩者のイ

ます。我々中央のように活気のあるクラブは、ある種妬み

メージですスミマセン)

をかうかもしれません。海外でもロータリーらしい品のあ

冒頭の『だっしゃもない』と称した方は『だっしゃもない』

る行動をしていただきたいと思います。

を『不埒』と重ねたのではないでしょうか？

ということで、品格のある会員が集まった我が中央ロータ

しかし飛騨弁『だっしゃもない』は不埒であるという意味

リーに胸をはって会員増強を各会員にはしていただきた

はまったくありません。

いと思います。どこであっても、や〜と言おう。中央ロー

もっぱら整理整頓ができていなくて乱雑であるという意

タリーの会員は、どこであってもみんな上下関係関係なく

味に用いられます。

挨拶をしてくれます。それこそが、人間として他クラブに

結論、高山中央ロータリーは『だっしゃもなくない！』(あ
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たりまえです)

✿結婚記念日✿

入会する前から『だっしゃもない』などと言われ高山中央

堀口

裕之

Ｈ

４年

２月

ロータリーに対し悪い印象があったかと言うと、そうでも

谷口

欢也

Ｈ

１年

２月１８日

８日

なかったと思います。

伊藤

正隆

Ｓ５６年

２月２５日

ただ誘っていただいた高木さんの『楽しいよ』と言う言葉
を信じ入会して良かったな～と思います。

＜2 月のお祝い＞

✿会員誕生日✿
該当者なし
✿夫人誕生日✿
中田 一男

さち子

伊藤 正隆

順子

２月

２月１８日

９日

坂之上健一

孝子

２月２４日

＜ニコニコＢＯＸ＞
節分例会には、年男のご祈祷をして頂きありがとうござい
ました。今年一年間の会員の皆様のご健勝をあらためてお
祈り申し上げます。
清水 幸平

SAA の大役中ですが、高信主催の「高校生の街づくり」コ
ンテストを拝聴に行くため早退させて頂きます。恐縮です
がよろしくお願致します。
中田 専太郎

誕生日のネクタイをありがとうございました。
和田

良博

先日、関 CC で行われた「はぐるま会」で優勝しましたの
でニコニコへ。今日は、バレンタイン DAY チョコプレゼン
トあるかな～？
針山 順一朗

会員拡大にぜひご協力をお願いします。

信夫

周

８日のはぐるま会で準優勝しましたので。
妻への誕生日花束ありがとうございました。
“アラ○の花”
部屋には春が来ました。
中田 一男

三枝

祥一

