
 

第 939回 H24･10・1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 
＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

 

＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

こんにちは、本日は、今年度の出前講座に参加しての感

想を話させて頂きます。 

９月２６日に北稜中学校で行われた出前講座で、予定の

三中学校すべて終了致しました。担当の高原委員長、下田

副委員長をはじめご協力頂いた沢山の会員の皆様ありが

とうございました。３年間の継続事業で、当時の永家社会

奉仕委員長の発案実行で、年度別に大勢の方々にご協力頂

き、国府中３回、北稜中３回、白川中２回で計８回の出前

講座が開催できました。 

ＪＣや会議所青年部の方々のご協力のお手伝いを頂きま

して、無事終了できました。先日、ＪＣ・会議所青年部の

協力のお礼をこめて、3団体親睦交流会を開催し、その懇

親会の席上、「中央ＲＣは、良いクラブですよ。」「他の団

体より楽しいよ。」と、将来の新入会員予備軍の方々に、

会員増強ＰＲも、しっかりさせて頂きました。 

今回の出前講座の様な対外事業は、相手があり、責任が重

く、まして、青少年が相手で、打ち合わせに時間がかかり、

予定通り無事終了出来た事は、素晴らしい事だと思います。

当クラブの活動の中で、今後いつまでも残る対外事業では

ないでしょうか？従事された会員の皆様、本当にご苦労様

でした。 

最後に、私が参加して１番印象に残った事は、白川中学校

の生徒さん方が、「将来成人したら、郷土で生活したい希

望を 80％の生徒達が持っております。」と石原校長先生が

おっしゃった事です。「自然環境と生活環境が豊かでなけ

れば、郷土で住みたいとはなかなか思わない。」 

魅力ある郷土を地域・家族が育んでいるのに、びっくりい

たしました。実にすばらしい。本日の会長の時間を終わり

ます。 

 

 

 
＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 

 

〇高山ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  10月 18日（木）12：30～ 横畑農園 職場訪問例会 

  11月 15日（木）18：30～ ホテルアソシア  

紅葉同伴例会 

  11月 29日（木）休会 定款により 

〇高山５親善ゴルフ大会収支決算の報告 

 ・優勝 高山中央ロータリークラブ 

  準優勝 高山ライオンズクラブ 

  第三位 高山岊城ライオンズクラブ 

＜ぎふ清流国体高山市実行委員会より＞ 

 ・第 67回国民体育大会 ぎふ清流国体本大会開催のご

案内 

 

9 月 24 日の理事会において『高山中央ロータリークラブ

内規』を一部変更しました。平成 24年 10月 1日施行。 

第１条 理事役員の選考 

改正前 （３）指名委員会のメンバーは、歴代会長・会長・

会長エレクト・副会長・幹事・副幹事・直

前幹事で現会長がこれを招集する。 

改正後 （３）指名委員会のメンバーは、直前会長より５

代さかのぼる歴代会長・会長・会長エレク

ト・副会長・幹事・副幹事・直前幹事で現

会長がこれを招集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆会長  足立 常孝   ◆幹事  田中 雅昭   ◆会報委員長 坂家 賢司  ◆会報担当 黒地 重雄 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

939 回 
51名 51名 42名 － 82.35% 

前々回 

937 回 
51名 51名 45名 2名 92.16% 

＜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   清水 幸平 委員長 

 

＜卓 話＞ 剱田 廣喜 会員 
 

 今月は職業奉仕月間であります。１９７９年にロータリ

ー運動の本質と言われる職業奉仕をロータリアンに理解

してもらう為に定められました。 

 皆さんの中には、そんな難しいことは苦手だ、職業奉仕

は知らなくても別に困らないと思われている方がいらっ

しゃるかもしれませんが、ここで考えて頂きたいのは、世

界で一番高い会費を払って、その上任意だとは言いなが

ら、半ば強制的にロータリー財団や米山奨学会の寄付を

割り当てられ、その見返りとして得られるものは、ロー

タリーの友情と人道的奉仕活動に参加したという達成感

かも知れませんが、支払った会費や寄付金に比べて、あ

まりにも少ないメリットとあまりにも低い世間の評価で

あり、この事がロータリー衰退の大きな理由になってい

るかもしれません。<田中毅 PG>ロータリーの将来を考え

ると、いかに、ロータリアンがロータリーにメリット、価

値を見つけるかにかかっていると思います。それぞれがロ

ータリーに価値をみつけることができれば活性化された

ロータリーライフになります、本日の話しによって、職業

奉仕に価値を見つけていただける事を期待しております。 

ロータリーは職業奉仕を目的とした組織である。 

ロータリーを理解することは職業奉仕を理解すること

である。 

職業奉仕を理解する為の問題点 

１職業奉仕と社会奉仕の違いについて 

２職業奉仕と言う言葉について 

３例会出席と職業奉仕の実践について 

結語 

職業奉仕は現代の経済に合わない懐古思想であり、絵

に描いた餅であると言われる方がおられます。確かに、

ポール・ハリスやシェルドンがいた時代では考えられ

ないぐらい経済が発展し、パソコン一台あれば発注か

ら決算まで全てが済む時代です。インターネットの発

達により物を売る方法が変ってきております。しかし、

どのように時代が変わろうとも ロータリー職業奉仕

の実践原理である“HE PROFITS MOST WHO SERVES BEST” 

「職業倫理に徹する者は、最大の利益を得る」という

理念こそが、 ロータリアンにとって永続的に利益を

得る唯一の方法であることを理解しなければならない。 

<RI第２６４０地区職業奉仕委員会 

 （職業奉仕とは何か）参照> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１０月のお祝い＞ 

 

＜会員誕生日＞ 

永井 信次   Ｓ２５年１０月 ５日 

中田 專太郎  Ｓ３０年１０月 ６日 

伊藤 正隆   Ｓ２７年１０月１１日 

坂之上健一   Ｓ３１年１０月１７日 

岡崎 壮男   Ｓ３５年１０月２１日 

冨士井忠男   Ｓ１７年１０月２５日 

谷口 欣也   Ｓ３５年１０月２７日 

＜夫人誕生日＞ 

岩垣津 亘   則子   １０月１１日 

和田 良博   景子   １０月１１日 

田中 雅昭   栄子   １０月１３日 

＜結婚記念日＞ 

内田 茂    Ｓ５８年１０月 １日 

津田 久嗣   Ｓ６２年１０月 ４日 

坂之上健一   Ｓ５７年１０月１９日 

今井 俊治   Ｓ５４年１０月２３日 

永家 将嗣   Ｓ５６年１０月２５日 

平林 英一   Ｓ５２年１０月３０日 

久々野国良   Ｓ５１年１０月３１日 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

本年度の３回の出前講座が無事終了致しました。最後の北
稜中は、人手不足と個別移動に高原委員長ご苦労様でした。
皆様のご協力で終了した事に感謝してニコニコへ。 

            足立 常孝 

 

去る９月２６日の「出前講座」には、たくさんのメンバー
の方にご参加頂き誠にありがとうございました。基調講演
も充実し、有意義な「出前講座」となりました。 
 高原 清人 

 

結婚記念日ありがとうございます。「今日は何の日か知っ
とる」と・・毎年ドキッとします。 高木 純 

 

高山西ＲＣの田近先生代表の「ふれあい高山寄席」のチャ
リティー券（￥3,000）のお買い上げありがとうございま
した。 伊藤 正隆 

 

 

 

 

国体行事のため欠席させて頂きます。ぎふ清流国体の成功
と地元選手団の活躍を祈念してニコニコへ。 西倉 良介 

 

９月は、夫婦揃って誕生日プレゼントを頂きありがとうご
ざいました。 坂家 賢司 

 

今日から「赤い羽根共同募金」が始まりました。午後から

街頭募金に立ちますので早退させて頂きます。 

 三枝 祥一 

 

今日はニコニコが少ないので担当委員としてニコニコへ。 
 坂之上健一 

 

 

 


