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2022－23 年度
小島正則会長
・Ｄ.Ｅ.Ｉ会議のご案内
幹事報告
松森正和幹事
11月26日（土）都ホテル岐阜長良川
＊地区事務所より
＊ガバナー事務所より
ロータリーの友
・ロータリー財団（補助金管理）研修セミナー
事務所10月運営について
のご案内
＊美濃 RC より
11 月 5 日（土） 岐阜グランドホテル
郡上八幡 RC・郡上長良川 RC・美濃 RC 合同例
・職業奉仕委員会研修セミナーのご案内
会のご案内 11 月 18 日（金）美濃緑風荘
11 月 12 日（土）岐阜グランドホテル
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第２０７８回例会報告
会長挨拶
2022～23 年度 小島正則会長
皆さん今晩は。随分涼しくなりました。
先週の土日にポリオの募金活動に参加されました皆様、大変お疲れ様でした。
土曜日は大変暑くて汗が出るほどで、日曜日は雨もそれほど降らずに終わりました。すごく良かったと思う
のは、ステージに両日とも上がっていただいて、ロータリーの宣伝をしていただきました。募金活動の意味
を説明していただき、
地域の皆様に理解していただけたのではないかと思います。
さすがだなと思ったのは、
そういう場に打ち合わせもなく堂々とＰＲできるのは、ロータリークラブに入っていると、あのように話が
出来るのかと思いました。たいへん良かったと思います。
本日はこの後スピーチがありますので、皆さんに存分話をしていただくために、会長の時間を終わりたい
と思います。ありがとうございました。
クラブフォーラム（奉仕プロジェクトのこれまでとこれから）
奉仕プロジェクト委員長 畑中知昭君
皆さん、イギリスの女王陛下の葬儀は見られたと思いますが、国葬については話を聞いたところによると
1960 年代から国葬についてのプロジェクトが組まれて、国内で亡くなった時、国外で亡くなった時、どうい
う場面でも備えるという事で、本人の女王陛下も参加されて、作戦名は「ロンドンブリッジ」という名で、
ロンドンブリッジと連絡が入ったらすぐ作戦に移るという事で、長い間を経て順番いプログラムの内容は変
化をして作られていたお陰でこの 10 日間ですっきりと大きなプロジェクトを成し遂げたらしいです。
奉仕プロジェクトのこれまでとこれからという事で、今までの活動を振り替えつつ、これからどうしたら
よいか改めて考えるきっかけにしたいと思います。
社会奉仕委員会、委員長 旭美香君
今までの活動内容は植樹、看板設置、寄付など歴史がありますが、いままでの奉仕作業を振り返って、こ
れから社会奉仕委員会はどういう風にしていたらよいか、提案をして頂ければと思います。
事業計画のロータリークラブの理解に関する事業に関して、どういう働きかけをしたらロータリークラブの
理解に関することが出来るのかと思うのですが、具体的に案がありましたら提案下さい。

職業奉仕委員会 委員長 和田智博君
職業奉仕のロータリーでの意味を僕自身理解できないので、今一度確認のための時間とさせてください。
地区業議会での資料ですが、職業奉仕とは何か？その奉仕の相手とは？」職業奉仕とはなんですか？それは
簡単に定義することが出来ます。あなたのビジネスや専門を通して他者を助けることです。四つのテストを
通して、2 と 4 のみんなというのが顧客、従業員、競合相手、仕入先が重みになるという事です。顧客との
対応にあたり、製品やサービスを販売するとき、できるかぎり最上の品質と仕上がりを提供していますか？
そして丁寧で正直ですか？従業員との対応にあたり、彼らの優秀さに報いていますか？安全で快適な仕事場
を維持していますか？従業員の異議に公正ですか？あなたは誠実、正直、善意の模範ですか？
競合相手との対応にあたり、彼らに対して公正な態度を維持していますか？行動をお押して高潔さ（品格）
を鼓舞していますか？組合（協会）を通して、それとも非公式にあなたの業界の基準を高めるために協力し
ていますか？
仕入れ先との対応にあたり、彼らとの関係は親しく公正ですか？公式な連絡だけでなく、口頭の約束を尊重
していますか？
社会奉仕は大切、他の奉仕団体と共通、職業奉仕が基本、ロータリーオリジナル、
ロータリーにおける社会奉仕は直接的な奉仕活動であるとともに職業奉仕のための雛形ともいえる
週に一回の例会は道場たりえているのか？
「例会は人生の道場」
「例会に出席したいという例会作り」
「職業倫理の向上 職業奉仕」
あるか会員の方から、競合相手にこんな風に接していては生き残れないという意見がありました。それに何
と答えたか忘れましたが、その話を外来卓話の時に来ていただいてもう一度話していただこうと思っていま
す。
国際奉仕・青少年委員会 委員長 清水英志君
学校との繋がりが青少年的には活動が出来るのではないかと思います。今年も和田一浩さんの講演を企画中
です。今後、青少年委員会の活動としてはこれから新たな活動をしていくにあたって、何かいい案があれば
と思って意見を聞きたいと思っています。
原君・・食の祭典の時、アンパンマンショーがあり、人がたくさん集まっていた。映画上映やそういったイ
ベントをしたらどうか。
・・和田さんの講演で学校との繋がりを勉強させて頂いたので、考えていく。
尾村君・・少子化で、ロータリーとしては何とか子供を対象に何かできればと思う。Ｕターンで子供たちが
帰ってくる可能性もある。
・・青少年も交えると難しいところもある。委員会で話し合っていく。
ロータリーで出来るとも限られてくると思いますが、それを踏まえて考えて行きたいと思います。
ロータリー財団・米山奨学会委員会 委員長 島崎秀樹君
先日の食の祭典ではありがとうございました。3 万円以上の募金がありました。両日併せて 29 名参加いた
だきました。来月 30 日の白鳥町民祭でも募金活動を行いますのでお願い致します。
財団・米山というと分かりづらいと思います。財団というと寄付という事になり、1 人 150 ドルの寄付を
お願いしています。また最近は地区補助金事業をしていますので、財団について少しは分かって貰えたので
はないかと思います。募金活動は初めて行いました。とりあえずやってみたというのが私の印象です。皆さ
んには多忙の中、募金活動を行っていただき、ありがとうございました。
3 分間スピーチ
杉山 賢君
うちには 3 人子供がおり、長男は大学を卒業、長女は大学生、次女が郡上高校に通っていますが、この夏
休み明けから不登校になりました。いま家に籠っています。不登校ですが令和 2 年度のデータですが、奨学
生が 6 万 3 千人、全国で言うと 1％が不登校、中学生が 13 万 3 千人全体の 4.09％で 25 人に 1 人が不登校で
す。高校生が 4 万 3 千人で全体の 1.39％です。高校は若干少なく見積もっています、高校は中退があるので、
中退してしまえば不登校にはなりません。令和 3 年、4 年でまだまだ増えて来ると思います。
皆さん新聞で見られていると思いますが、無理しなくていいよという記事が良く出てくると思います。頑
張って学校行きなさいという言葉を掛けてはいけない、休みたければ休めばいいよ。不登校は社会的に認識
されてきていると思います。
無理しなくてもいい、
そう言う事で不登校の子も増えているのかなと思います。
最初は身内の恥という感じで思っていました。皆が出来ることが出来ない、ある意味 娘が落ちこぼれて
いるような感じでした。何とか学校へ行けないか嫁と頑張ったんですが、簡単な話ではなくて無理でした。
親も苦しみながら、
娘も当然苦しんで、
親がそう言う思いを持てば持つほど娘にプレッシャーがいくんです。
娘の表情がどんどん暗くなっていく。そこで思った事はプレッシャーをかけるというよりも、不登校になる
子供達も多いという中で、学校の生活になじめない、当然あってしかりなんじゃないかと思ったんです。無
理無理行けというんじゃなく、行きたくなかったら行かなくてもいいよ、その代わり別の道を探そうよと娘
に提案して、いま通信制の高校に転園することにしました。
いま不登校が増えているということで、通信制の学校も不登校の子が多いんです。その子に会ったスケジ

ュールで、その子の興味が向くような教育がなされています。その子の未来に向かって、生き生きと学校生
活を送れることをモットーにしているような学校で、
僕も何校か調べた結果、
私学で授業料も高いんですが、
そこに決めました。
、ロータリーに入って思ったことは、メンバーの皆さんは社会的にも活躍されている方が
ほとんどですが、自己肯定感が高いんです。自分が好きな方が多いと思います。今の若者に欠けているのは
自己肯定感が低いことです。うちの園でも言うんですが、自分の事を好きになってほしい。自己肯定感が高
い人は簡単にくじけません。それがいまの若者は些細なことで躓いてしまう青少年が多いかなと思います。
そういう子供たちが増えているので、青少年委員会の和田選手の講演会もいいと思います。何か子供たちの
力になれることがあればいいと思います。
ニコＢＯＸ
ニコＢＯＸ委員会 清水英志君
小島君 先日のポリオの募金活動に参加の皆様、二日間ご苦労様でした。ロータリーの活動を知ってもらっ
たと思います。終わりに麦島君、どぶろく酒の差し入れありがとう。来週 27 日の同好会コンペの参加もお願
いします。
松森君 先日のポリオ募金活お疲れさまでした。最近は薄暗くなりますので、車の運転気を付けましょう。
秋の交通安全週間です。
寺田澄男君 台風一過、とたんに秋の気配となりました。先日の募金活動に出られたメンバーお疲れ様でし
た。
尾村君 食の祭典参加者の皆様、ご苦労様でした、
。ポリオの募金活動も皆様ご苦労様でした。
藤代君 先日の食の祭典のポリオの広報（募金）に参加された皆さん、ご苦労様でした。アンパンマンの舞
台が一番人が多く集まっていました。子供たちの力はすごいですね。
和田良一君 先日の食の祭典お疲れ様でした。この間、我が家にプレゼントが届いていました。中を見たら
敬老の日のお祝いでした。年齢に自覚がなかったので、ちょっとショックでした。
山下君 秋ナスは嫁に食わすな？
寺田正実君 ノーベル賞の時期になりました。物理学賞に 3 名も名前が挙がっていますが、どうなる事か？
畑中君 今日は奉仕プロジェクトのフォーラムでした。みんなでこれからを考えよう。
島崎君 先日の募金活動に参加された皆様、ありがとうございます。
佐藤君 ロータリー40 周年の時にお世話になった写真家の松永智恵美さんから久しぶりに連絡がありまし
た。姪っ子の成人式振袖を、ジーンズ、G パンを使ってリメイク制作中とのこと。私も姪っ子の 7 歳の晴れ
着を制作中。
山口君 食欲の秋です。食の祭典での募金活層、大変ご苦労様でした。
井俣君 台風が過ぎたとたん、今朝余りの寒さにびっくりしました。体調を崩さないようにしましょう。
杉山君 今日、運動会練習の親子対抗リレーの親役で 7 人分走ったら、足がガクガクです。万歩計も 2 万歩
到達しました。
鷲見君 先日の募金活動、お疲れさまでした。そして打ち上げ会、酔っぱらって申し訳ありませんでした。
あれ以降いまだに地球の自転を感じています。
原君 食の祭典のポリオ募金に参加の皆さん、大変お疲れ様でした。
同文 石徹白君、清水君、和田智博君
次回行事予定
１０月 ５日
１０月１２日

例会（クラブフォーラム）
例会

１０月１５，１６日
志摩 RC 交流会
１０月１７日 グループ内親睦ゴルフ大会（ホスト）

出席報告
第 2077 回
第 2078 回

出席委員会 井俣愛美君
会員数
３２名
３２名

出席者数
２５名
２５名

欠席者数
６名
６名

補正者数

出席率
80.65％
80.65％

出席免除
１名
１名

