
 

 
 

 

第 2541 回 2021 年 7 月 20 日（火） 

『プログラム卓話』  

新会員卓話 川崎 哲也君・栗山 和洋君 

 

第 2542 回 2021 年 7 月 25 日（日） 

『早朝例会』  

7：00～7：30 新幹線岐阜羽島駅前清掃 

7：50～ 例会 西松亭 

 卓話 岐阜羽島駅駅長 田中 秀樹様 

Weekry Report. No.2278 

 

第2540回 2021年 7月13日（火） 

『クラブフォーラム』 親睦・出席  

＊入会式 

◎例会後、第１回理事役員会 

 
会長 堀 雅利 

皆さんこんにちは 

先回の例会では行事が目白押しで、

次々と物事がすすみゆっくりと話せ

ませんでしたので、今回が本当の意

味で初めましての会長の時間かなと

思っております。 

皆さんの中では、私・堀のイメー

ジはどんなでしょうか。多分、入会以来全然例会に出て

こないレアキャラで、ゴルフだけは出てくる人物とお思

いの方も多いのではないでしょうか。 

そうです、そんな幽霊会員のような私がこのような大

役を仰せつかるとは一体どういう事なのでしょうか？

色々と考えてみましたが、きっと、あなたはそろそろロ

ータリーを真面目に勉強しなさい、そういう機会を与え

られたのだ、と思うことにしました。 

そして、会長の時間にあたっては月に一度はロータリ

ーに関する事を話すように研修会で命ぜられましたので、

知識の少ない私はもう本当に大変です。 

先日来色々と考えましたが、新入会員も多いことです

ので、先輩諸氏には当たり前過ぎる話で申し訳ないので

すが、元幽霊会員で難しい話が出来ない自分ですので、

基本の基本ロータリーはなんぞや、というのを調べまし

たので簡単に話してみたいと思います。 

まず、ロータリークラブは、国際的な社会奉仕連合団

体「国際ロータリー」のメンバーである単位クラブであ

り構成員のことをロータリアンという。最初のクラブが

例会場所を輪番（ローテーション）で提供しあったこと

からぐるぐる回るという「ロータリー」の名がついたと

あります。 

その歴史については本日割愛しますが、どんな事をす

るのかというと、こう言っています。ロータリーは人道

的奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的基準

を守ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の確

立に寄与することを目指した実業人および専門職業人が

世界的に結びあった団体 です。簡単にいえば、職業上の

自分を磨き人を育て、時には慈善行為、ボランティア活

動などを行う世界的な団体だという事です。 

では目的は何だと言いますと、意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。先に

言いました、自分をロータリーで磨き、それを育み実

践・広める行為をしなさいと言っています。 

具体的には、 

１．知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと 

２．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべ

て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会と

してロータリアン各自の職業を高潔なものにする

こと 

３．ロータリアン一人一人が個人として、また事業お

よび社会生活において、日々、奉仕の理念を実践

すること 

４．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワ

ークを通じて、国際理解、親善、平和を推進する

こと 

そして、それら目的を遂行する為に、自分自身をチェ

ックしながら遂行して下さいという指標があります。４

前 回 例 会 の 記 録  

会 長 の 時 間  



つのテストというものです。 

  １．真実かどうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるかどうか 

これが意外と私の中で最もわかり易く、日々日常の中

で頭に浮かびます。問題の解決や何かの決断に迫られる

とき、必ずこの４つのテストを自分に課し行うことで先

の自分磨きがなされ、無意識にロータリーの目的が実践

出来ている事につながります。 

最後に、これら目的や実践と方法は、大きな２つの理

念の上で行われるものだと言っています。「最もよく奉

仕する物、最も多く報いられる」そして「超我の奉仕、

自分への私欲を抑えて、他への礼を誤らないようにする」

です。 

この２つの理念のもとに、日々４つのテストを意識し

ながら、職業上の自分を磨き人を育て、職業という最も

自分自身にとって身近で最も効果的な方法で奉仕し、時

には慈善行為、ボランティア活動などを行いましょう。

というのがロータリアンに求められることです。 

以上、簡単に話しましたが、決して簡単ではありませ

ん。今までの自身の行動様式がありますから、一朝一夕

ではなかなか染みつかないかもしれませんが、毎週の例

会での唱和や語らいを通じて各会員が倫理を高めていけ

るようにして行きたいと思います。 

最後に、昨日の９RC の懇親会において、会長をやると

いう事は、現役の時よりも野に下ってからが大切。その

経験を活かしてクラブにどう今後自分が役割を果たして

いくのかそれが大事なのだよ、とお教えいただきました。 

今から気が早いですが、今後自分がどう貢献していける

のかを意識していきながら会長の任期を務めさせていた

だきます。どうぞ皆様宜しくお願いいたします。 

以上、会長の時間を終わります。ありがとうございま

した。

 

   

 

 

 

   
 

 

 

 
2021－22年 会長 堀 雅利 

先回の例会に於いては各イベントが目白押しで今年度

に向けてのお話しが出来ませんでしたので、ここに卓話

の時間を頂戴し、会長方針として話をさせていただきた

いと思います。 

まず、ロータリーとはRotary International通称RIと

言いまして世界各地のクラブを会員とする連合組織の会

長、今期はシェカール・メータさんというインド出身の

方、そして私達羽島ロータリーは日本の第２６３０地区

という区分に属しておりまして、その長をガバナーとい

い今期のガバナーは浦田さんです。 

ロータリーの基本理念のもと、年度ごとに国際ロータ

リーの方針、並びに地区の方針があり、そして、各クラ

ブ自身の３つにそれぞれ方針があるという事です。 

今年度 RI 会長は「奉仕しよう みんなの人生を豊かに

するために」というテーマを掲げています。奉仕とは私

欲を捨てて力を尽くすことの意味ですが、この場合は

「ロータリーに於ける奉仕、主に職業奉仕・社会奉仕・

国際奉仕・青少年奉仕を日頃意識遂行する事で周囲の

人々の人生を豊かにしよう。」とおっしゃっています。 

また、第２６３０地区浦田ガバナーは今期「つねに超

我の奉仕を胸に」を地区方針として掲げ、この地区の会

員はこれを実施しなさいとおっしゃっています。「他者

を優先し自身の利益を後にしなさい、相手は喜び自身も

貢献感が得られ利益は後からついてくるものとして考え

なさい、いわゆる『利他の精神』を心に備え、同じ志を

もった会員で懇親を深め、例会はそれを支える運動の場

としなさい、これが日本のロータリーです。」とおっし

ゃっています。 

また、それらのロータリーの活動を支える為に具体的

な重要項目も４つ挙げられています。詳しくは活動計画

記 念 品 贈 呈 

委 嘱 状 授 与 

入 会 式  

  毛利
もうり

 高久
たかひさ

 君 (４９.歳)  
           事 業 所：株式会社 ディスプレイ日工 

               ／代表取締役 

職業分類：建設/イベント設営 

所属委員会：青少年奉仕委員会 

親睦家族・出席委員会 

会 長 就 任 挨 拶 

筆頭推薦者 堀会長

よりご紹介 

野中Ｒ研修情報委員長より、

ロータリーの目的 

４つのテストをお渡し 

地区研修情報委員 

岩田 勝美 委員 

前会長・前幹事に 

記念品が贈呈されま

した。 



書の 12･13 ﾍ゚ ｼー゙ に記載ありますので各自読んでおいてい

ただきたいと思います。 

次に、私の方からはＲＩ会長ならびに地区ガバナーの

命を受け羽島ロータリークラブとしての方針です。 

「研鑽しよう超我の奉仕 涵養しようロータリー」で

す。 

これは、私がこのロータリークラブ会員になってから

の４年間で１番勉強になった言葉であり、先に話が出ま

した現在の日本流ロータリーの代名詞、利他の精神、先

義後利色々と表現はありますが、私が職業を通じて奉仕

することに最もわかり易く実践しやすかった言葉「超我

の奉仕」を掲げました。 

資本主義経済は不道徳が過ぎると壊滅すると言われて

います。過ぎた金儲け主義になり、不道徳な経済活動が

横行する背景があると二極化が進みいずれ正しい経済活

動が行えなくなる日がくるというものです。そこには高

潔な倫理感のもと国家間や市場を支える仕組みが必要だ

という事です。市場の仕組みなどには私達は口を出せま

せんが、自分達経済の少しばかりを担うもの達がそれぞ

れに高潔な倫理観をもてば、いずれ皆が幸せな世界が出

来るのではないでしょうか、そんな思いを方針に取り入

れました。 

自己の利益は後回しにし、相手の事を１番に考えて奉

仕をする。一見恰好の良い言葉ですが、私達職業人から

すると大変難しいことです。自己の利益を後回しにする

とは、会社の利益を後回しにすることであり、究極の超

我の奉仕だと言って１００円の原価のものを１００円で

提供すればお客様は喜ぶかもしれませんが会社の固定費

は賄えなくなってしまいます。 

それではどうしたらよいのでしょうか、そんな折にロ

ータリーの基礎を確立したと言われるアーサー・シェル

ドンの言葉と出会いました。ServiceとProfitは原因と結

果の関係にある、そして、service は「正しい質」「正し

い量」「正しい行動様式」で構成される。言い換えれば、

高い品質・適正な価格、適正な品揃え、経営者・社員の

適切な態度、公正な広告、十分なアフターサービスにあ

たるのではないでしょうか。これらを先の超我の奉仕の

理念に加えて行動すれば、きっとロータリアンは各職業

を通じ社会に役立つ価値を提供する事が出来る、そして

そんな思いを互いに高め合える会にしたい、その思いか

ら「研鑽しよう超我の奉仕」としました。 

一方、「涵養しようロータリー」にはこんな思いを込

めました。それは、先のような言葉の意味も知らず、は

たまた自分が何の為にロータリーに入会したのかもわか

らず、ただ漠然と例会でご飯を食べ、懇親会でお酒をの

み、ゴルフをし、数年の間親睦だけを楽しんで本質を知

らないままのロータリアンでいた事が勿体ないと感じた

からです。 

現在、羽島ロータリークラブは岐阜西濃グループで最

も若い平均年齢５６歳というメンバーで構成されていま

す。また３年未満５年未満の会員も非常に多く私と同じ

ように本質が良く分かっていないという方も多いのでは

ないでしょうか。 

1905 年にシカゴでポール・ハリスを中心に発足して以

来２００カ国以上の国の何百万人という経営者達が関わ

り育んできたロータリーという人智を学ばずしては勿体

ない、その経験や教えを通じて自分達をもっと昇華させ、

本質を知った上で活動が出来るクラブになってゆきたい、

せっかく会員になったからには私のように親睦だけで時

間を浪費してはダメだ、本質を知るべきだ、そう感じま

した。このように会長自身が無知なのを最初は恥ずかし

いと思っていましたが、このような役職を拝命いただい

たのを機に開き直って、私と一緒に勉強していきましょ

う！そういう思いを込めて今期の会長方針とさせていた

だきました。 

また、それらを達成する手段として、活動目標という

具体的な指針を４つ掲げました。 

一つ目「皆でロータリーを学ぼう」 

これはそのままです、ですが、学ぶという意識をもっ

て参加せずしては以前の私のようになってしまいます、

学ぼうと思う方もそして教えようとしてくれる人が居て

初めて学ぶ事が出来ます。学び教え、教え学びという循

環が意識して出来るような環境が出来あがるよう目指し

たいと思います。これには先輩諸氏のお力をお借りする

事になるかと思いますがどうぞご協力をお願いします。 

次に「夜間例会を通じロータリーをもっと知ってもら

おう」です。 

これは自分が入会した時の気持ちから生まれました。

初例会参加が新年互例会でした、随分と酒豪な方が多く

驚きましたが、そこでは年齢や性別を超え、会員の皆さ

んがとても和気あいあいとし、時には地域の事を、時に

は仕事の相談をされたりしています、はたまたロータリ

ーって何だという事を時間気にすることなく教えてもも

らいました。銀行の会などの年に数度の集まりとは違い、

毎週集まるこんな面白い会があったのだと驚きました。

そんな会を知り合いに知ってもらいたくとも、昼間の例

会は蔓延を防止するため、現在は黙食、語り合う事を避

けなければなりません、そして黙食を終え卓話など聞き

終わるや否や帰るという行為をみて、知り合いに、「な、

興味深いだろ？」と言っても中々理解できる人はいない

でしょう。和気あいあい喧々諤々とやっている雰囲気を

体感してこそ共感できるのではと思います。ではそうゆ

うシチュエーションの多い特別例会はとゆうと家族を呼

んでの親睦以外では年に数度、なかなかタイムリーに知

り合いを連れて共感してくれるタイミングが取りにくい、

という背景があります。よって奇数月の第一例会を夜間

例会とし、共感出来るであろう人に体感してもらい易い

環境を作ろうと考えました。初めての取り組みですので

皆さんお心に色々とあろうかと思いますが、先のような

理由からでございますので、是非ともご協力いただき、

自分達のみの例会・懇親会に終わらず、会員候補者をお

誘いあわせいただければと思います。 

次に「お互いを尊重し《全員参加・全体最適》なクラ

ブとしよう」です。 



これは、敢えて言葉にしましたが、言葉にする事で意

識しバランスをとっていただきたいと願ってのことです。

ロータリーを思う心、ロータリーに費やせる時間、ロー

タリーへ期待する事、ロータリーの楽しみ方、人それぞ

れ違うことかと思います。しかし、羽島ロータリークラ

ブという一つの船の乗組員は同じ方角に決められた速度

で進みます。方角・速度の希望は各自違うかもしれませ

ん。しかしお互いの意見を聞き、背景を知り、尊重し合

いながら方向性を出してゆかねばなりません。早く走れ

る人が脚の悪い人をおもんばかり、力の強い人が力の弱

い人の気持ちを知り、多弁な人が話の苦手な人を補い、

お酒の強い人が弱い人を守る。そんな仲間でありたいと

いう気持ちの上で、これから何十年何百年と続けていけ

る持続可能な羽島ロータリークラブを目指したいと思い

ます。 

最後に「有事の際に対応できるロータリーであろう」 

これは言わずもがなですね。ここ１年半もの間、日本

そして羽島ロータリーは疫病によってまともに活動でき

ませんでした、これから新たな株が次々と発生して悪化

する事また不慮の天災なども十分に考えられます。もち

ろん今後発生しない事が最善なのですが、もしもそんな

折に同じ状況を繰り返すべきではありません。パストガ

バナーもおっしゃっていました、リモートでもハイブリ

ッドでもいい、活動を続けて欲しいと。私もこの１年半

海外に渡航出来ず、仕事上相当苦労してきました、その

間様々なアイデアとテクノロジーを使い何とか今日まで

会社を休めることなく回して参りました。その経験を活

かし有事に向けた対策をしていきたいと思いますので皆

様ご協力のほどをお願いします。 

ぜひ羽島ロータリークラブの会員の皆さん、私と一緒

に超我の奉仕を研鑽しロータリーを涵養しましょう！ 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 
『出席について』 青木 平七郎会員 

20数年前のクラブの出席の現状を思

い起こすに、当時の出席委員会は厳し

い規定の基に出席競争が行われました。 

出席はロータリーの特色の一つであ

り、ロータリアンが自分のクラブに対

し負う最も基本的な責務であります。

地区内各クラブはクラブ間の出席競争

を実施し、ガバナーは各クラブの月次出席報告に基づき、

ガバナー月信に出席競争の結果を発表することを要望さ

れていました。 

ロータリアンがクラブ例会に規則正しく出席すること

は入会のとき受け入れた最も基本的な重要な責務であり、

自分のクラブに対し行う出席という最小限の奉仕であり、

さらにその出席率のより高い理想に向かって努力するこ

とをロータリーは求めていると思います。会員はなるべ

く多くの例会に出席することによってのみ、より多くの

知り合いと永続的友情を発展させ、より多くクラブやプ

ロジェクトに関心を持ち、例会という人生の修業道場で

研鑽を積み、職業道徳を高め、多くの奉仕の理想をたぐ

りよせることができ、更に有能なロータリアンになり続

けることができるのではないでしょうか。 

今、時代の変遷とともにロータリーの価値観が大きく変

わったようですが、出席はロータリアンの基本的な責務

であることには変わりません。 

 

 
出席委員会 
・本日の出席率  

出席規定会員数 ３２名中 ２５名 ７８．１３％ 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 

◎ニコニコＢＯＸ 

◆堀  雅利君  荒木 義男君  安藤 賢治君  

加藤 大輔君  川﨑 正一君  青木平七郎君  

加藤 宗雄君  岩田 勝美君  虫賀 大輔君  

木寺 祐樹君  松田 和彦君  横山 方彦君  

西松 永根君  林  良典君  森  輝廣君  

柳原 望成君  兼松 秋生君  山下 正弘君  

野中  学君  立川  靖君   

本日は「クラブフォーラム」親睦・出席、入会式です。 

よろしくお願いします。 

毛利さん、ご入会おめでとうございます。 

◎仕合せ貯金 

 堀  雅利君  松田 和彦君  山下 正弘君   

 

 
 

 

クラブフォーラム 親睦・出席 

   

委 員 会 報 告  

幹 事 報 告（第２５４０） 

 
●７月１０日（金） 会長・幹事で岐阜ＲＣへ表敬 

訪問 

●７月１２日（月） 会長・幹事で岐阜サンリバー 

ＲＣへ表敬訪問 

●７月１２日（月）９ＲＣ幹事会に出席 

 ガバナー公式訪問９ＲＣ合同例会・懇親会 

及びＩＭのご案内配布 

●次回例会は７月２０日（火）『プログラム卓話』 

 新会員卓話 川崎 哲也君  栗山 和洋君 

●７月２８日（水）１０時より、羽島北高校にてＲ

財団補助金の大型スクリーン・空気清浄機・コロ

ナ感染対策備品の納入式を開催 

●回覧内容 

①９ＲＣ幹事会資料  

②ガバナー公式訪問９ＲＣ合同例会・懇親会 

及びＩＭ 出欠表 


