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会長

山本

辰男

二週間ぶりの例会です。前回
は台風 26 号が高山祭りを直撃
しなければ良いのですが、と
お話ししましたが、9 日雨は降
りましたが、高山にはあまり
影響はありませんでした。コ
ースが関東を目指し、伊豆大
島をはじめ関東地方以北には被害が出たようです。大変心
を痛めています。
その後北アルプスの山々の初冠雪、平湯峠の初雪など朝晩
の冷え込みが厳しくなって来ました。又台風 27 号が接近
中と心配をしています。初雪の後の台風などあまり記憶が
ないと思います。是非自分の命を守る行動をお願いします。
さて、昨日、一昨日と地区大会に桑名の地へ行ってきまし
た。個性ある皆さんと共にした二日間は、大変記憶に残る
ものでした。後ほど参加者の皆さんがそれぞれの立場から
報告をして頂きます。
又その席で昨年度の足立会長・田中幹事を始め、皆さんの
ご協力で頂きましたＲＩ会長表彰がありました。ずっと連
続していただいていますが、本当にすごい事だと思います。
メンバーの皆さんに感謝申し上げます。そして今年も宜し
くお願いします。足立さん、ありがとうございました。
大会についてあれこれ話しますと、後の方が大変になると
思いますので、一点だけ感じたことをお話しします。
一日目の基調講演をされました深川さん（伊丹ロータリー）
の今こそ職業奉仕のお話の中で、日々営んでいる職業がそ
のまま職業奉仕なんだ、それはお客様の満足と、こちら側
の感謝で成り立っている、とお話ししてくださいました。
今まで私が思っていた職業奉仕は、医師なら医療を、建築
関係なら建築を、食べ物屋なら食べ物を現地へ行き施すこ
となのかなと思っていましたが、それが一寸解ってきたよ
うな気がします。大変充実した二日間でした。
以上で会長の時間を終わります。
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＜幹事報告＞

幹事

中田 專太郎

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリーアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・ロータリー用語の日本語カタカナ表記における中黒
（・）について
◎ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 163 号
・米山月間資料
米山記念奨学豆辞典
委員長手引き
寄付マニュアル
2012 年度事業報告書
事業報告書統計・資料編
2012 年度決算報告
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
11 月 14 日(木)18:30～
ホテルアソシア高山リゾート 紅葉例会
＜飛騨高山国際協会事務局より＞
・
「オン・コンラド三世 音楽の調べ」のご案内
日時：10 月 31 日（木）19:00～
会場：高山市民文化会館 小ホール
＜会報＞
・可茂ＲＣ

＜地区大会報告＞
地区大会に参加して

橋本

修

今回、社会奉仕副委員長の出席
義務員として参加しました。
何回か地区大会に参加する機
会がありましたが、今回は将来、
主催する可能性があるかもし
れないと考えながら参加しま
した。他地区の大会に出席した
事がないので、何とも言えませんが、セレモニー及び基調
講演、記念講演、表彰式など見直していけば時間短縮とな
り、一日で出来ないかとも感じました。又宴会の文化の高
山でこそ似合う大食事会は、立食の昼ではなく、夜の大宴
会となれば、全員宿泊、二次会等で経済効果は大きなもの
になるのではと思いました。
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今回中央の参加メンバーが非常に少なかったことも気に
なりましたが、変わって何をするのも少人数ゆえに、行動
がスムーズになり、入場も退場も早め早めとなり、お茶の
接待もゆったりと二日間も受け、加賀ガバナー自らの作品
で頂く事が出来ました。
いずれにしましても、桑名西の 41 名のホストでも立派に
開催されました。当クラブも若さと団結を維持していく為
に、新会員を増強するべきだと、しなくてはならないと強
く思いました。大会の内容と、夜の件につきましては発表
があろうかと思いますので、ここら辺で後の方にバトンタ
ッチします。

高橋

厚生

今回の地区大会には、初日のみ
の参加でしたが、大会開始とと
もに地区現況の報告、各表彰、
スピーチと続きました。職種や
年齢も様々で、特に社会人だけ
でなく諸外国からの交換受入
れ学生、高校生もスピーチをさ
れ、ロータリー活動の幅の広さを感じました。
基調講演は、
「ロータリーの原点：今こそ職業奉仕を」と
の題目で弁護士の深川純一氏が、お話しされました。新入
会の私とって、
「職業奉仕」という言葉は、今一つ理解で
きないものでしたが、理論的に体系的に話される深川氏の
ご講演で、少し理解ができました。
基調講演の中で、売買の本質は、
【お金】⇔【商品】のよ
うに目に見えるものと、
【満足】⇔【感謝】のように目に
見えないものがある。目に見えないものこそ「職業奉仕」
であると話されました。上手くお伝えできませんが、これ
は、ロータリーの基本原則「最もよく奉仕する者、最も多
く報われる」に通じる事なのだと感じました。
まだまだ、ロータリアンとしても経営者としても半人前の
私ですが、今回の地区大会の基調講演は、新入会員である
私にとって、最良の演目であったと思い感謝しております。
また、ご同行された皆様のお心遣いに、大変感謝しており
ます。お陰様で、地区大会において、
「最も有益であった
のは私だ」と自負できるほど、楽しく、実りあるものにし
ていただきました。
ありがとうございました。

和田

良博

初日は開会、点鐘後、大韓民国
国歌斉唱で始まった事は少し
意外でした。
国歌斉唱等が有りました。
ＲＩ会長代理の岩永信昭氏よ
り
奉仕の理想を自問自答して考
えて欲しい旨と、ロータリーの一体感を強く訴えられまし
た。
「ロータリーはもの思い行動する人々の集団」を考え
て広い視野で足元から地道に、そしてロータリアン一人ひ
とりが尊重され楽しく行動する事。
基調講演は「ロータリーの原点、今こそ職業奉仕」が深川
純一氏から有りました。
職業奉仕を論理的に説明しようとされ、1 時間半の熱い講
演で有ったように感じました。
まずは利益を受ける対象者の違いにより違うのだと言わ
れ、ロータリー外の人には社会奉仕と言い、ロータリアン

の場合は職業奉仕と言う。職業奉仕とはロータリーだけの
言い回しで有り、職業は自己利益で、奉仕は他人の利益の
ためで、向かう方向は違うが心は一つで有る。倫理的な価
値観で、打算的行動は価値がある行動でも、後には残らな
い。
もう一方愛情は心で結ばれて直ぐに解決しない行動が多
いが、しかし愛情を持って商売をすれば利益と信用がお客
に伝わる。それは満足と感謝の心の交流で有り、これこそ
が職業奉仕で有る。
ロータリーは同一職業がない分、経営相談やアイデアの交
換も出来るのでは無いか。毎回の例会こそが職業奉仕であ
り、アイデア等の交換により学び合う心で自己研磨を謀る、
倫理運動で共存共栄、他人を生かす事で自分を守るとか、
人を泣かせて、自分の幸せを造るな等の例を色々話されま
した。
それ以外に強調されましたのは賄賂禁止が職業奉仕の中
心とも言われ、約束を守る中に賄賂を公開して客観性の職
業倫理の確立をすればよい。
最後に企業内管理の話をされました。
機能論で役割の配分した方が良い。権限論の中で業務命令
ばかりでは企業成長は無い。
役員、社員の不信感除去が重要で、それには決算書の開示
をする。
会社は機能論で社員は時間で奉仕、役員はアイデアで奉仕。
利益が出たら公平に会社、役員報酬、株主配当、社員特別
賞与で報いる。
講演を聴いて私が感じた職業奉仕は「心」の交流で有り、
それは満足と感謝の心の交流で有り、これこそが職業奉仕
で有る。

高木

純

今回、僕は土曜日の夜の食事
会から参加しましたが、そこ
で気をつけたことは会員増強
ということで新入会員の高橋
厚生さんにいかにリラックス
して楽しんでいただくかに気
をつけました。
さて日曜日から地区大会に参加したわけですが、桑名の
会場は、朝は抹茶とマツタケのかたちをした和菓子をいた
だき、雅楽という荘厳(そうごん)な雰囲気の中で始まりま
した。
来賓の挨拶で印象にのこったのは、30 代という桑名市長
の若さでした。なばなの里のイベントがあるためもう少し
桑名に滞在して欲しいとのお話でした。長島温泉は日本三
大テーマパークにはいるということは初めて知りました。
最初大韓民国の国歌斉唱にはじまり次にソプラノ歌手が
君が代を斉唱されました。なんとなくその他来賓の挨拶で
印象に残ったのは、国際会長代理 岩永様の挨拶でした。
長崎からはるばる来ていただいて PowerPoint を用いて講
演をされました。国際ロータリーの HP が、以前はうちに
向けてつくってあったものが、Welcome to Rotary club、
いまや外に対して開かれている。
e クラブの数規制が撤廃された。とのこと。
最後の記念講演は、大学の文系卒業をし、日本史に精通し
ているうちの奥様が聞いて来なさいと練習指令を下しま
したので、起きて聞いていたのですが、日本史はあまり得
意分野ではないので、なかなか耳に入ってこなかったので
すが、同志社大学の非常勤講師をして見えるだけはあって
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冗談をまじえて冷泉家 800 年の歴史についてご講演くだ
さいました。冷泉家はどうして 800 年も続いてきたかとい
うことに関しては、地区大会要覧の 66 ページに書いてあ
るのですが、京都から多くの公家は明治天皇について東京
にうつったが、冷泉家は京都にうつった。奥さんが財布を
握っているうちは、大丈夫とか女系で養子さんを取った方
が家は長く続くとかいって見えました。為人 勝彦を戒
名したので、家系図で手書きになっているとのことでした。
25 代つづいているとのことでした。
私ごとになりますが、朝会場で 9 時すぎにかみさんから電
話ありまして、なにやっとるのって説教されたんですが、
日曜日は高山市の保健センターで休日診療当番となって
いましたのをすっかり忘れておりました。急遽 Ｋ先生に
連絡をとり代わってくださるとのことでしたので事なき
を得ました。そんなことで、ロータリアンとしての勉強と
歴史と文化、女性がいかに強いかを勉強させていただきま
した。以上です。
追伸 大昼食会のアワビと伊勢海老は美味しかったです。
みなさんにも味わって欲しかったです。

周

剱田

広喜

地区大会の目的は、親睦、感銘深
い講演と、
地区内クラブやＲＩ全
般に関する問題の討議によって、
ロータリーの目的を推進するこ
とであり、
参加したロータリアン
がロータリーは素晴らしいロー
タリアンで良かったと思えば成
功である。今回の地区大会は、加賀ガバナーの人柄、心配
りがにじみ出た大会だったと思います。

信夫

山本会長、RI 会長賞受賞おめで
とうございます。クラブ全体の
誇りに思います。
中田幹事、大変な設営をありが
とうございました。
中央ロータリーらしい、楽しく
充実したひと時を過ごす事が
できました。
できればクラブ全員で地区大会に参加したいものですね。

＜ニコニコＢＯＸ＞
過日の地区大会参加された皆様にはお疲れ様でした。地区
大会報告を楽しみにしています。
理事役員一同
新事務所移転に伴い、併設して駐車場の専門店「パーキン
グサポート」を 10 月 19 日にオープンしました。場所は、
江名子町の元なかだ寮の跡地です。どうぞお気軽にお立ち
寄りください。
下田 徳彦
本日は誕生日プレゼントを頂きありがとうございました。
岡﨑 壮男
はぐるま会で馬が当たりました。近年当たった事がないの
で嬉しかったです。また、昨日は地区大会参加させて頂き
ありがとうございました。歴史や文化についてロータリア
ンとして勉強させて頂きありがとうございました。
高木 純

ＲＩ会長賞おめでとうございます。中田幹事、設営ありが
とうございました。会長のご要望により地区大会報告は穏
便に話します。
周 信夫

地区大会に出席させて頂きました。会長様を始めご一緒さ
せて頂いた皆様良くして頂き楽しく実りある地区大会で
した。ありがとうございました。
高橋 厚生
地区大会参加の皆様、ご苦労様でした、本日、発表の皆さ
ま、まじめな発表をよろしく。本日、ニコニコ委員全員欠
席の為代打で担当させて頂きました。
三枝 祥一

