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＜点 鐘＞ 会長 大保木正博 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 

＜本日のビジター＞ 

高山西ロータリークラブ 米澤 久二 様 

   〃        杉山 和宏 様 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 大保木正博 
 

一昨日新宮一郎さんより電話をいただきました。クラブの

活動はネットを通じてみておられるとのことでした。声も

大変元気よく、今後の手術も積極的に捉えておられ、前向

きな姿勢に感心いたしました。皆さんもまたメール等を利

用してクラブの出来事など報

告していただければ幸いに存

じます。 

一昨日は、岐阜都ホテルで剱田

ガバナーエレクトが主催され

る次期地区委員会委員長研修

セミナーが開催され、次期地区

幹事の皆さん、島次期地区大会

実行委員長、事務局で運営を行ってきました。皆様お疲れ

様でした。 

冒頭ガバナーエレクトの挨拶の中で、剱田ガバナーエレク

トが、ロータリーについての二つの重要な点を述べられま

した（要約）。 

1.ロータリーは人と心を磨くところ 

委員会活動の目的は、委員会活動を通じてロータリアン

を作っていくこと 

2.ロータリーの組織 

一番上にクラブがあってその下に地区があり一番下に

ＲＩがある。 

まずはクラブが第一。クラブの自主性・活動が大切 

剱田ガバナーエレクトは今までのいろいろな会議の中で

特に心の重要性を説かれることが多いと感じています。 

特に昨今社会で起きている残虐な事件報道を見るにつけ、

まさしく同感です。今朝も、ニュースで 8か月の子に覚せ

い剤を投与して死に至らしめた 20 歳代の夫婦が逮捕され

た報道をしていました。昨今特に若い世代のモラルハザー

ドが目に余ります。 

こうした青少年の事件において、事件を起こしたその青少

年自身はもちろん問題ですが、そういう人に育った過程に

おいてその親の責任は大変大きいものがあり、より問題が

深刻です。 

どうすればいいでしょうか。子供のころからしっかりとし

た人間教育が必要です。でもそれは学校だけではもう無理

な時代となっています。戦後の欧米型教育のひずみが出て

いる結果でしょう。親への啓発は大事ですが、考えが固ま

ってしまった親への根本的な教育はもう無理ですから、将

来子を育てる親になる青少年を育成することが本当に大

事だと思います。 

世界遺産の宇治上神社にこんな紙が置かれているそうで

す。 

「ここは神社です。皆様が心を静めてお参りをされる場所

です。テーマパークでもファミリーレストランでもありま

せん。 

『お客様は神様』の持論は通用しません。本当の神様は目

の前においでです。当然、不敬な行動は叱ります。親御さ

んはお子様をしっかり御監督なさってください。 

お子様を叱るのは、親の責任ですし、親が不行き届きで、

周りの人に叱っていただいたなら、逆切れではなく、『あ

りがとうございました』です。自分本位な考えの大人にな

らないように、正しい教育で共にお子様の 

健やかなる成長を見守りましょう。」 

痛快です。 

青少年の問題を根治療するには大変時間がかかることで

すが、重要なことは、いつだれが始めて継続するかです。 

始める時期は今すぐであって、始めるのは気付いた一人一

人です。 

今できることから、すぐ始めていきたいと思います。 

そして、今既に始めているロータリーの活動、そして私達

クラブの活動を継続していきましょう。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 坂之上 健一 
 

○国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・年末年始休暇について 

  12月 28日(月)～1月 4日(月)まで(地区事務所同様) 

 ・財団ニュース 

○高山ロータリークラブより 

 ・ＩＭ報告書 

 ・創立 60周年記念式典並びに祝賀会ご臨席のお礼 

◆会長  大保木 正博   ◆幹事  坂之上 健一   ◆会報委員長 谷口 欣也  ◆会報担当 新井 信秀 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1071 回 
53 名 52 名 46 名 － 88.46％ 

前々回 

1069 回 
54 名 52 名 51 名 1 名 100% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2015～2016 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」 

＜出席報告＞ 
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○可茂ロータリークラブより 

 ・創立 30周年記念式典・懇親会のご案内 

  日にち：２月６日（土） 

  式 典 10：30～ 

  祝賀会 12：30～ 

  会 場 シティホテル美濃加茂 

＜比国育英会バギオ基金より＞ 

 ・2014年度事業報告書 

 

＜本日のプログラム＞  

高山中央未来委員会  高原 清人 委員長 
 

高山中央ＲＣ未来委員会から会長への問いについて 
 

【問い】 

「今年度会長として、高山中央ＲＣは将来どのようなこと

に力を入れていくべきと考えるか」 

 

社会の将来を担う青少年育成に、職業を通じて多様な形で

力を入れていくべきと考えます。 

「米百俵で未来を創った」偉人として有名な長岡藩の小林

虎三郎がいます。 

「教育こそ人材を育て、国やまちの繁栄の基となる」とい

う教育第一の思想が、お見舞いとして贈られた米百俵を学

校に替え、そこから山本五十六をはじめ多くの有為な人物

を輩出しました。 

私たちが力を入れている青少年育成、ロータリーの米山奨

学金制度、これらの活動も成果が出るまでに時間がかかる

ことではありますが、重要な人作りであり、国造りに結び

つく活動です。自信をもって継続していくべきと考えます。 
 
 

＜年次総会＞ 次年度理事役員表 
 

会 長 田中 雅昭 

会長エレクト 中田 專太郎 

副会長 高原 清人 

幹 事 中田 学 

会 計 岩本 正樹 

会場監督 坂家 賢司 

直前会長 大保木 正博 
 

クラブ管理運営委員会統括理事 大保木 正博 

クラブ奉仕委員会統括理事 高原 清人 

職業奉仕委員会統括理事 新井 信秀 

奉仕プロジェクト委員会統括理事 和田 良博 

会員基盤増強維持委員会統括理事 村瀬 祐治 

青少年奉仕委員会統括理事 下田 徳彦 

副 幹 事 谷口 欣也 

直 前 幹 事 坂之上 健一 

 
 
＜12月のお祝い＞  
 

＜会員誕生日＞ 

永田 富次   Ｓ１３年１２月 ７日 

＜夫人誕生日＞ 

熊﨑 元康   陽子   １２月 １日 

中田 專太郎  和子   １２月 ９日 

渡辺 修治   珠恵   １２月１４日 

下田 徳彦   尚子   １２月１６日 

津田 久嗣   恵美子  １２月１９日 

大保木正博   須美代  １２月２３日 

＜結婚記念日＞ 

高殿 尚    Ｈ１５年１２月 ６日 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

久しぶりに出席させて頂きます。よろしくお願いします。
 高山西ＲＣ 米澤 久二 様 
 

メーキャップでお邪魔致しました、高山西ＲＣの杉山と申
します。入会本年、初めてのメーキャップです。ご存知の
方もいらっしゃいますが今後ともよろしくお願い致しま
す。 高山西ＲＣ 杉山 和宏 様 
 

高山西ＲＣの米澤久二様、杉山和宏様のご来訪を歓迎致し
ます。 理事役員一同 
 

米澤久二様、杉山和宏様、ようこそお越し下さいました。
昨日は、次年度地区大会オープニング映像作成の為、堀口
さんご夫婦と高橋さんには休日の所岐阜までお手伝いに
来て頂きありがとうございました。また、今週と来週でロ
ータリー財団の寄付を集金させて頂きますのでご協力を
よろしくお願い致します。 今井 俊治 
 

高山西ＲＣの杉山さんのご来訪を歓迎致します。昨日は、
次期地区委員長の研修セミナーに行って参りました。剱田
ＧＥをはじめ準備・設営に当たって頂いた次期幹事の皆様、
お疲れ様でした。いよいよ始まるな～と身の引き締まる思
いです。また、ビデオ撮影の為、わざわざ岐阜まで来て頂
いた今井さん・堀口さん・高橋さんお疲れ様でした。 
 下田 徳彦 

 
 
 

 

昨日は剱田ＧＥの次期委員会委員長セミナーが開催され
ました。準備から活躍して頂いた次期幹事の皆様、心から
感謝申し上げます。 伊藤 正隆 
 

昨日の岐阜都ホテルにて研修セミナーに出席されました
皆様、ご苦労様でした。往復運転手をして頂きました岩垣
津さん、村瀬さん、ノーアルコールばかりで申し訳ありま
せんでした。また、撮影隊の皆様にはご苦労をお掛け致し
ました。 橋本 修 
 

昨日は次期ＣＣ研修セミナーが次期幹事の皆様の多大な
るご尽力により無事終える事が出来ました。ありがとうご
ざいました。また、撮影隊の演技指導を頂いた堀口ご夫
妻・今井さん・高橋さん、ありがとうございました。完成
が楽しみです。 剱田 廣喜 
 

結婚記念日お祝いを頂きありがとうございました。 
 周 信夫 
 

自分で構築したアクセスに基づいたデータベース。中々こ
こまでは作れないと秘かに自惚れていたのですが Web の
注文が多くなって来て、娘が一言『データベースを外注す
べし！』分かっちゃいるけど、腹立つなぁ～！！  

中田專太郎 
 


