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＊ガバナーエレクト事務所より 

 地区協議会の案内 4月18日（日）オンライ

ンにて開催 

＊ガバナー事務所より  

 ・地区大会案内のチラシ 

 ・日本事務局在宅勤務延長のお知らせ 

 ・ガバナー月信3月号配信のお知らせ 

＊日本事務局より 3月レート106円 

＊週報拝受  美濃加茂RC 
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第２０２０回例会  

会長挨拶                        2020－21 年度 畑中知昭会長   
皆様、明けましておめでとうございます。 

今年は普段の年と違う正月を迎えられたかと思います。気が抜けたような何をしてよいのか分か

らなかった正月だったと思いますが、やはり正月はめでたいと思います。 

昨年から大河ドラマ「麒麟がくる」が放映されており、明智光秀が話題になった年だったと思い

ます。来月 2月からは渋沢栄一が題材のドラマが始まります。渋沢栄一という方は明治から大正に

かけて生きられた方ですが、渋沢さんは 500以上の会社を発起されて、600 以上の財団法人のよう

な物を立ち上げられたと聞いております。そうやってやられようと思うと、自分でやった方が簡単

にできるので自分でやる事が多いですが、渋沢さんは 500の事を自分でやるということは到底でき

ないことで、それを立ち上げる発起するという事を中心にされて、その後は向いている方に任せて

やってもらうという主義だったようです。事業をやってもらう人を見極めることはとても大変なこ

とですが、渋沢さんには極意があったそうです。その一つの考えが論語で、論語の中で読ませても

らうと、「視・観・察の」3 つの事で、視はその人の外見から行為の善悪を判断する。観、その行

為の動機、目的は何なのかを知る。察、その人が何に満足するかを察する、その 3つの事を大事に

されたという事で、中々見習わなければならないという事が多いなと感じ入りました。今年 1 年、

渋沢栄一さんについて学べるのはすごくありがたいと思い、少しでも身になる事があればいいなと

思った正月の事でした。 

 

会員卓話（新年の抱負）              会長エレクト 島崎秀樹君 
とうとうこの日がやってきてしまいました。一昨年の指名委員会にて任命され１年が過ぎました。

今期はコロナで活動が中々できない状況です。今日も岐阜県は 102名の感染者が出ましたが、まだ

しばらくは続くかと思います。誰かが言っておりましたが、約 3年はこのような生活をするではな

いかという話があります。3年も続くと疲弊してしまいます。コロナがある生活に慣れてしまうの

ではないか思います。いまでも他の地域の人たちは動く人は動いているので感染者は減ってきませ

ん。ちょうど 100 年前に日本でスペイン風邪が流行しました。1920 年前後の話ですが、日本のロ

ータリーが誕生した時です。国際ロータリーの話になりますと 1905 年、明治の後半の頃ですが、

映画 203高地が明治 38年 10月から翌年 2月まで旅順争奪戦を含む 203高地攻防戦になります。ち

ょうどその時に、アメリカではロータリークラブが結成されました。1905 年 2 月です。アメリカ

で奉仕の団体が設立されました。当時ロータリークラブは場所がシカゴという事もあり、何をして

でも金を貯める、金を稼ぐという風潮にどうにもならないとポールハリスを含む 4人がそれぞれの

親睦を深めるようと始まった会です。そのシンボルマークが歯車です。これらを回すことによって、

最終的には世界平和まで行こうと高い目的を唱えたのがロータリークラブでした。それから 15 年

後、1920年 10月に日本初のクラブが誕生します。その時の会長が米山梅吉さんです。その 5年前 

 



 

 

に渡米していて、そこで福山喜三次さんと話をしていて、向こうのロータリークラブに入っていた 

のがきっかけとなって、帰ってきてから作るという話になりますが、詳細は辞典等々でご参考下さ

い。 

1923年 9月、関東を中心とする８Ｍの関東大震災が発生します。その頃国内に 10数のクラブが

出来ておりました。壊滅的打撃を受けた東京ロータリークラブに対して国際ロータリークラブから

会長名で 25000ドル、全世界 503 のクラブから累計で 35000ドルの義援金が集まりました。東京が

使えないので、大阪ロータリークラブが一手に引き受けて資金を東京へ持っていきます。東京ロー

タリークラブは自分の会社が回っていないにもかかわらず、それを使って奉仕事業をしました。そ

れが奉仕活動の一環になってきます。世界ロータリーの大規模的な対震災型の義援金活動として記

録に残っています。世界は二つの大戦を経験します。第 1大戦と第 2大戦です。これまで局地戦し

かなかった各国が初めて経験した世界大戦になります。その間、日本のロータリークラブから脱退

して地下生活をしていました。終戦すると戻ってきますが、その間東京ＲＣや地方のＲＣは水曜食

事会と称して、毎週水曜日に食事をしておりました。表向きはロータリークラブではなく毎週集ま

る頼母子のような事です。うちの嫁はロータリークラブの事を「白鳥、大和、高鷲が集まった大き

な頼母子だと私は理解している」と言っていました。確かにと思ってしまいました。 

新年の抱負という事でしたが、どうしてもこの話だけはしたくて、要はこのロータリークラブは

40年が過ぎ、もうすぐ 50年がみえてきます。半世紀が過ぎました。その時にロータリーが出来て

100年が超えました。最初に掲げた理想、目的は年がたって行っても変わることもありますし、変

わってはいけないこともあると思います。その時に、私は入ってまだ若いので知らないことがたく

さんありました。ただ知らないだけを突き通すのは私の性分ではできないので、分からない所は自

分で調べたり、人に来たりして来ました。その中で疑問に思う所は色々な人に聞いてみたり、地区

に行った時にそこで聞いたりしてきました。そこで出てきたのはロータリーってなんだろう、この

話は会長の時間ですることだと思いますが、ロータリーの目的って何だろう、ざっくりな話で言い

ますと、ロータリーの目的は 4つの話になります。最初にできたものからみると、若干変わってき

ています。その時によって変わっていくのはよくある話です。最初に書いてある、知り合いを広め

る事によって、奉仕の機会とすること。なぜこれが最初なのか。設立当時、第 1条は会員相互の親

睦と書いてありました。ただそれだけですと仲間内の話になってしまって外に広められないという

事になり、順番が変わって今の形になりました。同業であれ、他業種であれ、知り合いに奉仕の機

会、つまり自分から奉仕すること。英語にするとサービスとなってしまうので、サービスを日本語

に訳すと奉仕という事になります。 

奉仕活動と考えると、何が出来るか、日本は属にロータリーとライオンズが出てきます。ロータ

リークラブとライオンズクラブの違いは何かと聞く機会がありませんが、仲間内にライオンズメン

バーがいるので聞きました。ＲとＬの違いだと言われ歴史を紐解きました。もともとロータリーが

1905年、ライオンズは 1917年設立になります。最初のメンバーは元ロータリアンです。ロータリ

ークラブで職業毎年、奉仕をしますと、若干お金が発生します。かかるものは仕方ないからみんな

で割ろうという人、どれだけかかっても奉仕として自分たちの身銭を切らずに会から出して行うと

いう考え、極論、お金を出す出さないという事になり、嫌気がさした人が退会をして作った団体が

ライオンズになります。日本については 1952 年に設立しています。日本のライオンズはアメリカ

からではなくフィリピンからきています。活動はざっくりいうと自分で汗をかくロータリー、お金

を出してやってもらうライオンズという形になります。確かにライオンズと書いたマークは色んな

ものがあります。看板であったり、新 1年生のランドセルカバーはライオンズからになります。基

本ライオンズクラブは広報活動がうまく、知名度もあります。中小企業で数多く入っているのはラ

イオンズクラブです。それに対してロータリーは傍目にお金持ちがやっていると思われています。

確かに東京ＲＣは銀行の頭取や議員さんなど、自分で働くことのない方が多く在籍していましたの

でお金持ちクラブといわれています。実際は違うことを順番に広めてきたという所です。このクラ

ブについても設立から 43 期までやってきたこと、事業がたくさんあります。若い者にとって知ら

ないことも沢山あります。それを知ることは今では実際に体験することは出来ないので、記録や記

憶からしか情報を得ることしかできません。それを知らないからと言って終わってしまうのはいけ

ません。実際私は 40周年の時に 40年尾あゆみというＤＶＤを作らせていただいた時によくわかり

ました。いろんなことをしてきています。それらは今ここにおられる方々、ここにおられない方々

皆様が額に汗して作られた歴史になります。これらをきっちりとみながら、私たち世代から新しく

入られる会員にしっかりと伝えながら、ぜひとも私としては 7月からの新会長として、皆様方のご

協力を受けまして、何とか 7月からの 1年間、会長職を全うしていきたいと思います。以上、新年

の抱負とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 



 

 

新会員紹介 

遠藤正史君   

事業所 ：遠藤不動産 

職業分類：不動産業 

 

 

 

 

ニコＢＯＸ                    ニコＢＯＸ委員会 羽土洋司君 
畑中君 皆さん、明けましておめでとうございます。遠藤さん、これからよろしくお願いします。 

松森君 明けましておめでとうございます。よい年になりますように。 

野島君 新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いしまう。今日、岐阜県でコロナ感染者

102名発症致しました。たいへんな状況となりました。遠藤正史君、入会おめでとう。よろしくね。

今日、所要の為、早退致します、お許しください。 

美谷添生君 令和 3年、久しぶりの雪の新年となりましたが、新型コロナのニュースばかり。いつ

まで続くか先が見えず困ったものです。遠藤正史君、入会ありがとうございます。 

山下君 新年明けましておめでとうございます。遠藤正史君、入会おめでとうございます。最高の

喜びであります。たいへんな時世ですが、ルールを守って前向きに楽しみましょう。 

寺田正実君 今年もよろしくお願い致します。ステイホームの 10日間でした。 

大村君 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。遠藤さん、入会ありが

とうございます。ロータリーを楽しみましょう。今日から仕事始めです。スムーズな出だしでした。

喜んでいます。 

美谷添里恵子君 遠藤さん、ご入会おめでとうございます。これからロータリーを楽しんで下さい。 

羽土君 皆さん、今年もよろしくお願いします。遠藤君の入会を大歓迎します。 

同文 寺田澄男君、藤代君、三島勲君、和田良一君、小島君、石徹白君、原君、佐藤君、山口君、

井俣君、清水君、和田智博君、宮川君 

 

次回例会予定            

３月１０日 大和例会（外来卓話）      ３月１７日 PETS報告・次期方針発表 

３月１３日 PETS（オンライン開催）     ３月２４日 会員卓話 

 
出席報告                           出席委員会 島崎秀樹君

 

例会日：毎週水曜日 午後 6時 30分  （６～９月  午後 7時～）                                     

例会場及び事務所：白鳥町農業指導研修センター 岐阜県郡上市白鳥町白鳥４７番地１２      

          TEL.0575-82-3822   FAX.0575-82-5191 

                    URLhttp://www.gujonagaragawa-rc.com/  E-mail gsrc@abelia.ocn.ne.jp 
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 会員数 出席者数 欠席者数 補正者数 出席率 出席免除 

第 2019回 ３２名 ２１名 １０名  67.25％ １名 

第 2020回 ３３名 ２５名 ７名  78.13％ １名 
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