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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平 
＜ソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 

 

＜本日のビジター＞ 

一宮ロータリークラブ  内藤 寛一 様 
 

＜会長の時間＞  会長 清水 幸平 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。先週の移動例会、モンデウス飛騨位山スノー

パークでのスキー交流例会においては、社会奉仕委員会の

メンバー、また会員の皆様のご協力誠にありがとうござい

ました。スキー場での飛騨特別支援学校の生徒さん達のに

こやかな笑顔が心に残っています。あいにくの雨天の中で

の交流会となりましたが、社会奉仕委員会の皆様のご努力

で心温まる素晴らしい例会になりました。生徒さんとメン

バーとの親しい交流が図れたことが今回の事業での最も

意義深いことだったと思っています。 

本日は職業奉仕委員会の担当例会です。そこで職業分類に

ついてお話したいと思います。 

ロータリークラブは職業分類を原則とした会員制となっ

ています。これは皆さんご承知のように、ロータリークラ

ブ発祥の歴史から理解することができます。すなわち、毎

週の例会による親睦を基本として、同業者間での過度な競

争を避けて、広く異業種間交流を行うことによって、他人

の意見を聞き自己研鑽の糧とし、職業倫理の高揚と事業の

向上発展に役立てようという考えに基づいています。そこ

で、「一業種一名による職業分類制度」が採用されたわけ

です。 

しかしながら、2001 年の規定審議会での決定により、一

業種 5名を原則とすることなどが改正されました。これに

より同一業種の会員候補者がたくさんいる地域でも、会員

増強が比較的容易になりました。また職業は時代と共に変

遷しています。職業分類も時代の要請によって見直しが必

要となっているようです。 

私たちのクラブにとって、クラブの親睦と地域社会への奉

仕という観点から見ますと、未充填の職業について会員の

勧誘を図り会員拡大を図る必要があると思います。皆さま

のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＜幹事報告＞     幹事 大保木 正博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎RI本部より 

・ザ・ロータリアン誌 

◎国際ロータリー第 2630地区 ガバナーより 

・ニュージーランド地震災害義損金についてのお願い 

・バギオだより ３月号 

○高山西ロータリークラブより 

・創立 45周年記念誌 

＜会報＞ 

・加茂東 RC 

◆会長  清水 幸平   ◆幹事  大保木 正博   ◆会報委員長  今井 俊治   ◆会報担当 永井 信次 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

873 回 
48名 47名 40名 － 85.11% 

前々回 

871 回 
48名 47名 41名 4名 95.74% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2010～2011年度 高山中央 RC会長テーマ 

「心をつくし、力を合わせて」 

＜出席報告＞ 創立 1991年 5月 20日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600 

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 
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＜本日のプログラム＞ 

職業奉仕委員会  山本 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は職業奉仕委員会の段取りですが、まさかこんな身近

なところに、こんな素晴らしい企業があることに感謝して

のプログラムです。 

スピーチの前に、高い倫理基準と公共の価値観を認め、 

その模範を示した企業として永家工業様に顕彰の状を送

らせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜卓 話＞ 
永家工業株式会社    永家 将嗣 会員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは、本日は職業奉仕委員会より職業を通し

て高い倫理基準と公共の価値観示した企業という御紹介

でしたので、当社の社会貢献についてお話いたします。当

社は毎日朝礼で使命・経営理念・信条（クレド）を唱和し

て感想を言います。それによって社員全員の考え方が一致

出来ると考えています。 

それではいままで当社が行ってきた社会貢献についてお

話いたします。 

1996.5.16永家工業㈱創業 40周年で光野有次氏による「バ

リアフリー講演会」を開催（500人の人達が参加）それが

きっかけで高山バリアフリー研究会設立（高山市から制度

などのソフトのバリヤや段差解消などのハードのバリア

をなくす事や障がい者団体の交流を目的） 

高山バリアフリー研究会には障がい者や高山市議会議員

3名も会員であった為に、バリアフリーについての一般質

問も行ってもらいまた当時の土野市長も研究会に参加さ

れたこともあり、高山市も 1996．11 からモニター旅行を

開始して 1998．１には高山市「バリアフリーのまちづく

り」宣言を行いました。 

これは私たちが投げかけたバリアフリーという概念が形

になったと自負しております。 

40 年前から永家工業協力会社の会「永家会」で幼稚園修

善などのボランティア活動を実施 

17年前から一施設 5年間の修善ボランティアを実施 

（やまゆり学園・清和寮・青葉の家・ウェルコムティー飛

騨） 

これら一連の修善ボランティアが認められて下記の表彰

を受賞しました。 

2002.5.25「小さな親切」実行賞受賞 

2005.3.16「第 5回中日福祉ボランティア賞」受賞   

2007 年から全国の住宅建築造りの仲間「ｸﾞﾚｰﾄﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞ」

6 社とカンボジアに学校を建てようと活動を始め 2009.6

に JHPを通じて「ピートゥヌー小学校」を寄贈、2009.10.20

にカンボジアにて引き渡し式に参加、そこでカンボジアは

まだまだ貧しい国だけど、いじめや登校拒否もなく皆家族

や地域の人と助け合って生きている事。年長の子は年下の

子の面倒をみて高齢者をいたわる姿、これらの事は当たり

前のこととなっている事に感動しその事を地元の子供た

ちに伝えたいという思いから、高山市教育委員会に行き話

をする機会を与えてほしいと訴え、その結果現在までに企

業も含め 11回の講演を行う。 

2011.3から 2棟目の中学校の着工を開始 

顕彰の状 

永家工業株式会社 

代表取締役 永家将嗣 殿 

 

貴社は、ロータリーの最も重要な活動の一つ、職業を通じ

ての奉仕活動を実施され見事に具現化されました その

功績は大なるものがあります 

同じロータリアンとして心より感謝し敬意を表します 

ここに状を贈呈し広く顕彰させて頂きます 

 

平成 23年 3 月 7日 

 

高山中央ロータリークラブ 

会長   清水 幸平 
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2011.1 カンボジアの子供たちに自宅に眠っている鍵盤ハ

ーモニカー（ピアニカ）を JHPを通して届ける運動る運動

を展開（現在 157台を送った） 下呂市竹原中学校の生徒

会も協力して頂き、高山市教頭会でも協力したいとの連絡

がありました。 

使 命 私たちは、仕事を通じてお客様の生命と財産を

守ることを使命とします 

経営理念 永家工業は、私達の夢を叶える会社であり、世

の中の役に立つ会社である。 

永家工業の信条（クレド） クレドは、永家工業のスタッ

フメンバーの信条です。 

私達は、クレドに表現された価値観を自分のものとして受

け入れます。そしてクレドに基づき判断・行動します。 

1.私たちは、チームワークを重視します。仕事が詰まって

忙しいとき休むことは、大変な迷惑を同僚およびお客様

にかけることになります。同僚は尊敬できる仲間です。

仲間が困っているときは、進んで協力します。 

2.私たちは、人柄の良い人を評価します。人柄が良いとは、

次のような人です。大きな声で挨拶が出来る人。ため息

をつかない人。否定的な口癖を言わない人。表裏がない

人。与えられることでなく、与えることに喜びを感じる

人。他人の批判をしない人。イライラや怒りの感情をま

わりに振りまかないこと。ありがとうと、いつも言える

人。自分の非を認めて素直に謝れること。 

3.私たちは、仕事だけでなく、人生の幅を広げることが大

好きです。子供のように、いろいろなことにチャレンジ

します。もちろん仕事と家庭を両立させます。私たちは

自分の健康について注意します。健康とは自分の心のバ

ロメーターです。無理をして体を痛めつけてまで仕事す

ることを、私たちは評価しません。 

4.「できない」「わからない」とはじめから諦めるのでは

なく、アプローチを変えて対応します。「できるとした

ら・・」「わかるとしたら・・」と質問をかえてみまし

ょう。私たちの能力は無限ですから、できる方法は必ず

あります。 

5.私たちは、時間を守ります。遅刻する際には、必ず連絡

をします。朝遅れると気分が悪いです。悪い気分で一日

を始める人と、いい気分で一日を始める人がいます。私

たちは、いい気分を選択します。私たちは、整理整頓す

ることで、私たちの心も綺麗にします。 

6.人の嫌な面が見えたとき、それは自分の嫌な面を教えて

くれるシグナルです。異論、感情的な行き違いがある場

合には、直接、本人に言うのが大人の行動です。その際、

私たちは円滑なチームワークを守るため、言葉遣いに気

をつけます。あらゆる面で同僚の良い点を見つけ、ねぎ

らうようにします。 

7.私たちは、問題が起こったときに喜びます。なぜなら問

題のない組織は、成長が止まってしまうからです。会社

が成長し続ける限り、問題は生じます。問題点は、会社

を成長させるためのシグナルです。私たちは、スピーデ

ィーに問題を解決します。特にクレームは全員で協力し、

翌日まで持ち込まないように徹底します。 

8.私たちは相談し、きちんと報告します。特にクレームに

ついては上司に報告します。私たちはチームで仕事をし

ています。問題を自分で抱え込まないようにしましょう 

 

 

＜3 月のお祝い＞ 

 

✿会員誕生日✿ 

堀口 裕之   Ｓ４１年 ３月 ９日 

渡辺 修治   Ｓ２６年 ３月１２日 

長瀬栄二郎   Ｓ４９年 ３月１３日 

水川 巧    Ｓ３１年 ３月１４日 

永家 将嗣   Ｓ３２年 ３月１５日 

久々野国良   Ｓ２３年 ３月１９日 

岩本 正樹   Ｓ３５年 ３月２１日 
 

✿夫人誕生日✿ 

中田 学    康予   ３月 ３日 

劔田 広喜   恵子   ３月１３日 

久々野国良   光枝   ３月１４日 

高原 清人   美奈子  ３月１５日 

仲谷 政美   幸子   ３月２０日 

永家 将嗣   小祐子  ３月２３日 

冨士井忠男   美恵子  ３月２８日 

三枝 祥一   敏江   ３月２８日 

新井 信秀   知子   ３月３０日 
 

✿結婚記念日✿ 

新井 信秀   Ｓ５４年 ３月１０日 

大保木正博   Ｓ５８年 ３月１３日 

新宮 一郎   Ｓ５３年 ３月１４日 

永井 信次   Ｓ５０年 ３月１６日 

高原 武夫   Ｓ４７年 ３月１９日 

三枝 祥一   Ｓ５４年 ３月２６日 
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✿お子様誕生祝✿ 

 

長瀬 栄二郎 

下田 徳彦 

都竹 太志 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

昨年 9月に訪問させて頂き、2度目のメーキャップ出席出

来た喜びとして。この度は、松之木様に大変お世話になり

ました感謝として。      一宮 RC 内藤 寛一 様 
 

一宮 RC内藤寛一様のご来訪を歓迎申し上げます。 

理事役員一同 
 

一宮 RC 内藤寛一様、当クラブへのご来訪を歓迎申し上げ

ます。高山グリーンホテル 2階展示室で秋の高山祭り「屋

台織物」の掛け軸 11点、歌川広重 東海道五十三次版画織

物 50 数点展示中です。内藤さんの作品です。「百聞は一

見にしかず」です。是非ご覧下さい。   松之木 映一 
 

前回の「特別支援学校とのスキー交流例会」では皆様ご協

力ありがとうございました。永家さんには、本日の卓話を

よろしくお願いします。          清水 幸平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2/24「特別支援学校とのスキー交流例会」には、たくさん

の会員の皆様にご参加頂きありがとうございました。高山

中央メンバーに感謝。           永家 将嗣 
 

前回の特別支援学校とのスキー交流例会の写真が中日新

聞に載っていましたのでニコニコへ。カメラ目線が気にな

りましたが・・・。            下田 徳彦 
 

2月 26日は溝際清嗣さんの一周忌でした。3月 6日は島ク

ゥたんの一周忌でした。溝際さん、クゥたん、ありがとう

ございました。               島 良明 
 

9 年ぶりに車を替えました。車番は 116 です。3 人娘の誕

生日に合わせて 3つの車番が揃いました。  都竹 太志 
 

妻の誕生日にきれいな花をありがとうございました。感謝

を込めてニコニコへ。            田中 学 
 

会長より名指をして頂きましたので。    三枝 祥一 

 

 

 


