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＜点 鐘＞ 会長 永家 将嗣 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理＞  

 

＜会長の時間＞ 会長 永家 将嗣 
 

皆さんこんにちは、衆議院選挙も終わり 関係者の方はお

疲れさまでした。 

さて 先日会員さんから「AGとか CCとか言っているけど、

会員からしたら何の事だかよくわからない」というご意見

を頂きましたので少し説明させて頂きます。 

2630 地区の組織はガバナーを始めガバナー経験者のパス

トガバナー・次年度ガバナー予定者のガバナーエレクト・

次次年度ガバナー予定者のガバナーノミニー、今年度は当

クラブの剱田さんがガバナーノミニーです。 

そして 12のグループをまとめる AGであるガバナー補佐と

CCと呼ばれる 17委員会の委員長・地区大会実行委員長と

地区会計長を含める 11名の地区幹事の 59名で構成されて

います。 

AG・CC会議とはガバナー補佐と委員長の会議を言います。

会議は午後からですがこの前にガバナーやガバナーエレ

クト・ガバナーノミニー・AG・CC 会議とはガバナー補佐

と委員長の会議を言います。会議は午後からですがこの前

にガバナーやガバナーエレクト・ガバナーノミニー・パス

トガバナーの諮問委員会が開かれます。 

諮問運営委員会で重要事項審議がされ AG・CC 会議でガバ

ナー補佐現況報告と委員会報告があります。 

7月はこの会議で地区大会企画会議が行われます。回数は

7月・10月・12月・1月・6月の 5回です。 

13 日に名古屋ニューグランドホテルにて第 3 回の AG・CC

会議が有りましたので少し内容をお伝えします。 

ガバナー補佐からは会員数の増減のお話と財団の寄付金

の報告がありました。今年度のガバナー方針で各クラブ純

増 1名を目標にしていますが現状で桑員・鈴鹿亀山・中勢

伊賀・岐阜東濃・濃飛が苦戦をしています。 

そんな中、岐阜東濃で合併や私たちの濃飛が加茂東さんが

辞めるようなお話がありました。 

確かに加茂東さんは現在会員数 8 名でそのうち例会に参

加している会員さんは 4 名ということで大変厳しいとは

思いますが石垣ガバナーのリーダーシップに期待したい

と思います。 

また委員会報告では会員基盤増強部門委員会から現在地

区の会員数は 3136名で 9月現在期首からは＋80名ですが

昨年も同時期＋77 名ですので昨年と同じように 6 月に減

ってしまうという予想です。 

それで 1月から4月にかけて会員増強拡大セミナーを開催

するということでした。当グループは 1月 24日です。 

また職業奉仕部門委員会からは 4 月に開催される地区研

修協議会に職業奉仕の委員長が出席していないクラブは

次年度の卓話には訪問しないとのことでした。 

以上のような内容で会議が進められている現状です 

 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 高原 清人 
 

◎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 

 ・財団室ニュース１２月号 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナーエレクト事務

所より 

 ・年末年始休暇のお知らせ 

  12月 27日（土）～1月 4日（日）まで 

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま１７７号 

○比国育英会バギオ基金より 

 ・2013年度事業報告書 

 

 

＜本日のプログラム＞  

国際奉仕委員会 長瀬 委員長 
 

こんにちは、本日は国際奉仕委員会の担当の例会となって

おりますので、宜しくお願い致します。 

当初、交換留学生のビク

トリアさんによるお話し

を予定しておりましたが、

私の手配不足がございま

した都合により、次回３

月の担当例会に変更させ

ていただき、本日の例会

◆会長  永家 将嗣   ◆幹事  高原 清人   ◆会報委員長 岩垣津 亘  ◆会報担当 田中 雅昭 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1028 回 
54 名 53 名 47 名 － 88.68% 

前々回 

1026 回 
54 名 53 名 43 名 0 名 81.13% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2014～2015 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「心に響き 心に残り そして心が熱くなる」 
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では、ビクトリアさんを受け入れていただいたホストの皆

さまのお話しを中心に、より良い国際交流のため何が必要

であるか、感じられたことなどをお話しいただきたいと考

えております。 

既に受け入れをされた高木さん、現在受け入れておられる

剱田さん、カウンセラーの中田さん、昨日のオリエンテー

ションに参加いただいた下田さん、これから受け入れをさ

れる足立さんに、順にお話をいただきたいと思います。ど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

＜交換留学生受入事業についてスピーチ＞ 

ホストファミリー 高木 純 
 

皆さんこんにちは。本当はビクトリアがスピーチをする予

定だったようですが、都合で来られないということで、長

瀬栄二郎君にヘルプを依頼されましたので、今日は久々に

スピーチをすることになりました。 

なぜ、ホスト

ファミリーを

受けたのかと

いいますと、

下呂 RCの向井

さんの要請を

剱田さんが受

けられて、人

の良い僕にい

えば大丈夫で

あろうとお声

が掛かりました。剱田さんに喜んでいただくためにお受け

しようと思いましたが、そこには我が奥様の同意という壁

がありました。うちには足腰の悪い母親が同居しておりま

すので、絶対にダメと言っておりました。機嫌の良いある

日、納得できる説明があれば考えるといってくれたので、

下呂から向井さんと布目会長の奥様、英語の今井先生、そ

れに半年前から来ていたブレナン君が来てくれて、いろい

ろと説明を受けました。爽やかな印象のブレナン君の効果

もあって、受け入れることが決まりました。 

ロータリーに入って 10 年間、百聞は一見にしかずという

ことで受け入れを決めましたが、なかなか大変でありまし

た。 

セントレアに迎えに行って、まず、最初に日本で使えるｉ

Phoneを手に入れるべく奔走しました。今のティーンエイ

ジャーは、来日する前から、SNSを駆使し、それぞれが友

人になっています。また、母国のファミリーや友人とはス

カイプ等で、密に連絡を取っています。それゆえ、ホスト

ファミリーには、快適なネット環境を留学生に提供すると

いう経済的負担が生じます（元々家庭に光ファイバーが導

入されていれば問題はありませんが）。そうでないと、留

学生にはストレスがかかり、長い１年間という期間にホー

ムシック等の精神的な問題が出てしまいます。また、携帯

電話に関しても、使いもしないプリペイド携帯電話を使わ

せるという古い考え方は改めなければなりません。常に

SNSが使用可能な SIM lock freeのスマートフォンを彼ら

には与えるべきです。大手の 3大携帯電話会社の契約は 2

年縛りのため、1年で解約すると違約金が発生します。最

近では、SIMのみの販売をしている会社も多いので、デー

タ通信のみであれば制約期間はありません。しかし、音声

通話付き SIM を外国の未成年者が購入することは難しい

ので、ロータリーが組織として保証人となって、留学生が

購入できるシステムを構築する必要があると思います。 

１７歳ということで何を目的で日本へ来たのかなと、いま

だに分からない部分もあるのですが、勉強にも前向きに取

り組んでいると、高山高校の教頭先生は褒めていました。

親友ができないことを心配していましたが、やはり期限の

ある留学のなかでは限界もあるであろうと、本人にも話し

てくれたようです。 

勉強はやはり理解が遅れるでしょうから、1年という留学

期間は長いかなとも思います。 

ビクトリアを受け入れることで、ビクトリアのお父さんと

も交流が深まりましたし、様々な経験をさせていただきま

したが、この 2ヶ月の受け入れを経て、これが良い経験と

なったのか否か、自分でもまだ整理がついておりません。

これから整理をしていきたいと思います。 

 

ホストファミリー 剱田 廣喜 
 

土曜日に交換留学生の交流会があり、ビクトリアを連れて

名古屋へ出かけてまいりました。我が家へビクトリアが来

て 2ヶ月近くになります。我が家ではトリーという愛称で

呼ばれております。高木さんのところで梅干しの味を覚え

たということで、毎日梅干しを食べております。学校も楽

しく、弓道部にも所属して楽しく過ごしているようでした

が、先日、学校から泣いて帰ってきたことがあって、心配

を致しました。どうしたのかと聞いたところ、仲良くして

いたグループと、別のグループの子のところで仲良く話を

してきたところ、戻ると無視されて口をきいてもらえなく

なったと。悲しいのは、お弁当の後に皆と会話をしたいの

にひとりぼっちになってしまったということでした。また、

部活も始めたばかりで上手ではないところ、顧問の先生が

いないと一人でただ見ているだけになってしまう。授業も、

先生の日本語が速すぎてついていけない。そういったこと

が重なって泣

いていたとい

うことでした。 

どうしたもの

かと考えたな

かで、まず弓道

は精神を鍛え

るものである

から、耐えるこ

とを学ぶとい

うこと、また、友達については、ロータリーのゴールデン

ルールを語り、少しずつ努力するしかないことを伝えまし

た。その後の様子を聞いてみたところ、従前のグループの

子たちとはなかなか進展はないなかで、他にも声を掛けて

くれる友人ができたというようなことで、少しずつ状況を

改善しているようでした。部活のほうも、大会があるとい

うことで、そちらへ向けて目標をもって取り組み始めた様

子でした。 

ホストファミリーは、本来は家族同然にならなくてはなり

ませんが、いまのところお客様としての待遇をしてしまっ

ていて、ここに少し問題があるかなとも感じでおります。 

いずれにしても、彼女の人生にとってごくわずかな時間で

すが、ホームステイして一緒に過ごし、共有する時間とい

うものは、彼女の人生にとってとても大切な時間になるも

のと考えます。 

受け入れはなかなか大変なものではあります。しかしなが

ら、ロータリーの奉仕の哲学をもって、皆さまも機会がご

ざいましたら是非受け入れをされると良いものと考えま

す。 
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カウンセラー 中田 專太郎 
 

私はビクトリアのカウンセラーをお引き受けしておりま

す。まずもって、受け入れをいただいております皆さまに

は、誠にありがたい

ことと御礼を申し上

げます。日常の食事

や、送迎だけでも大

変なご負担になるも

のと思いますし、気

苦労の絶えないこと

と思います。 

いまほど、剱田さん

のお話しにもございましたが、先日の例会にビクトリアが

参加した帰り、学校へ送る道中で、今日は学校へ行きたく

ないというようなことを申しておりましたので、どうした

のかと、永家会長から学校側へ三者懇談の設営をご依頼い

ただき、永家会長、剱田夫人、とご一緒に先生とお話しを

してまいりました。 

そのなかで、やはり授業での日本語が速すぎてついていけ

ないということで、授業の後に補習をしていただけること

になりました。この点、海外では ESLといったものがあっ

て、こちらで言語に慣れたうえでないと本科を受講できな

いといった仕組みがありますので、こうした仕組みも必要

なのかと思います。 

友達関係についても、友達の輪が大きくなったときの処し

方が難しいようで、席替えで奥のほうになってしまった席

を前のほうへ移動してもらうように対応いただけること

になりました。また、仲の良い友人たちに、フォローをし

てもらえるようにお願いをしてまいりました。 

 

新世代委員長 下田 徳彦 
 

昨日、岐阜にて第

2 回のオリエンテ

ーションがござい

ましたので、参加

してまいりました。 

春に来日して近々

に期間を終えて帰

国する 3 名の留学

生と、夏から来日

している 5 名と合

わせて 8名の留学生が参加されていたほか、日本から留学

予定の 3 名とそのご家族など、総勢 30 名程度の集まりで

した。 

そのなかでビクトリアさんもご挨拶をされ、楽しいことも

たくさんあるけれど、悩んでいることもあるといったお話

しをされておりました。そして、悩みについてロータリー

の皆さんは親身に聞いてくださったということをお話し

されておりました。 

その他の留学生たちは紙をみながらスピーチするなかで、

ビクトリアさんだけは何も見ることなく、上手に話してお

られたことが印象的でした。 

どうして日本語がそれほど上手なのかと聞いたところ、日

本のＡＫＢが好きで、独学で一生懸命勉強したのだとおっ

しゃっておられました。 

 

ホストファミリー 足立 常孝 
 

年明けの 1月 11日から 3月 31日までビクトリアさんをお

預かり致します。 

いまのところ具体的

な計画はございませ

んが、剱田さんから

は、わがまま放題に

しているからよろし

く頼むというふうに

聞かされております

が、お預かりする我

が家のルールで、し

っかり対応させていただきたいと考えております。 

彼女は 2 月 15 日が誕生日ですので、その前後でディズニ

ーランドへお連れしようかと考えておりますが、受け入れ

る家庭の環境もそれぞれ違うなかで、我が家で彼女がどの

ように暮らしていくのか、楽しみにも思います。 

また、致し方ない事情によって、会員のどなたかに一泊二

日でのお預かりなどをお願いすることがあるかもしれま

せんが、皆さまその節は宜しくお願い致します。 

 

 

【ロータリー財団表彰】 
 

ホールハリス・フェロー 岩本 正樹 

 和田 良博 

ホールハリスフェロー・マルチプル 

 新宮 一郎 

 久々野 国良 

 岩垣津 亘 

 

 

 

 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

2014 年例会も本日を含め 2 回となりました。ひだホテル
での例会は今日が最後となり時の経つのは早いものです。
何かと気忙しい師走ですが皆様に於かれましては健康に
留意されお仕事に励んでください。    理事役員一同 
 
先日、無事健康で JCOBを卒業できました。永家 JCOB会長、
津田幹事色々わがままを聴いて頂きありがとうございま
した。宴会~最高でした。         新宮 一郎 
 
昨日には嬉しい出来事があり皆様に感謝してニコニコへ。 

         伊藤 正隆 

 
 
 
Ｈ27 年より相続税が増税となります。納税義務者が 1.5
倍となり単純計算で税金がかからなかった人が 200 万払
う相続人が生まれる事になります。昭和の時代は実際多く
の相続人が税金を払っていた事は事実ですが現金のない
相続人は大変です。            平林 英一 
 
本日から 19 日まで当店の年末大売出しですので早退しま
す。ギャラリー松華堂では地元の作家の作品を展示してい
ますのでご高覧下さい。寒い日が続きます健康には充分注
意して下さい。              松之木映一 
 


