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「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」
◆会長

大保木 正博

◆幹事

坂之上 健一
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◇事 務 局

◆会報担当 村瀬 祐治

＜出席報告＞

高山市本町１－２
飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488

◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ

◆会報委員長 谷口 欣也
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＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜本日のゲスト＞
橋本 暁子 様
松之木 洋子 様
清水 洋子 様
＜会長の時間＞

会長

大保木 正博
我等の生業

ンブルク関係は全般的に良好。特に我が国皇室とルクセ
ンブルク大公室との関係は緊密である。

ルクセンブルク大公国
Grand Duchy of Luxembourg

剱田 恵子 様
三枝 敏江 様

会長

大保木 正博

本日は、私達高山中央ロータリークラブの創立記念日 5 月
20 日をお祝いする例会です。
チャーターメンバーであって創立から皆出席を続けてみ
える会員の奥様方をお招きしています。皆出席が続けられ
ますのも奥様のご理解とご協力があってのことと存じま
す。心から敬意を表します。
私たちのクラブは創立から 25 年、四半世紀が過ぎました。
この間に多くの歴史が創られてきました。そしてここから
半世紀、更には 1 世紀に向けて新たなヒストリーそしてレ
ジェンドを創ってまいりましょう。
来週 25 日には、遠くルクセンブルグから来高されるロー
タリアンの皆さんとの交流を含めた新緑例会を行います。
韓国での世界大会に出席される前の日本訪問の際に当ク
ラブとの交流を希望されているものです。現役ガバナー二
名、パストガバナー三名を含む総勢 39 名のロータリアン
の皆さん並びにその配偶者の方々です。事業計画になかっ
たことですが、ロータリアンのおもてなしの心を以てお迎
えしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本日
は事前知識としてルクセンブルグの概要をご紹介して会
長の時間としたいと思います。
1.面積 2,586 ㎢ （全国 43 番目神奈川県くらい）
2.人口 562,958 人(2015) （全国最小鳥取県くらい）
3.首都 ルクセンブルグ
4.言語 ルクセンブルグ語・フランス語・ドイツ語
5.宗教 大多数がカトリック
6.政体 立憲君主制
7.元首 アンリ大公(2000 年 10 月即位)
ルクセンブルクは、1970 年代初頭の石油危機以降それま
で経済成長を支えてきた鉄鋼業中心の産業構造から、金
融サｰビス業中心の産業構造への転換に成功し、今日の欧
州の金融センターとしての地位を確立した。日・ルクセ

＜幹事報告＞

幹事 坂之上 健一

◎ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま１９４号
＜東海財務局 岐阜財務事務所 総務課より＞
・講師の無料派遣のご案内

＜今日のプログラム＞
出席/プログラム委員会

平林 委員長
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＜会員スピーチ＞
テーマ「ロータリーと夫婦・ロータリーと家族」
橋本 修
本日はロータリーに入会して 25 年目も 100％出席という形
で迎えられました事、素直に“感動”しております。
多くの方々に支えて頂き、家族をはじめ、周りの方々に協
力を得つつ、わがままな私を理解して頂いた事、素直に“感
謝”です。
ロータリー活動の中で、多くの方々の出逢いがあり、より
豊かな日々が過ごせた事も“感謝”です。
妻の降伏は家庭の幸福という言葉がありますが、補佐役
（すべてにおいて）の任務が結構大きなウエイトになって
いました。
改めまして 25 年間無事出席でいました事に心より皆様方
に感謝し“ありがとう”の言葉を持って御礼に変えさせて
頂きます。

剱田

廣喜

①父親が 26 年と 6 か月 100％を続けていたことが目標とな
りました。しかし、26 年と 6 か月という目標が手の届く
ところへ来た今、淋しい気持ちの方が大きい事に戸惑っ
ています。
②例会出席には 3 つの条件があります。自分の健康、会社
の健康、家族夫婦間の健全が揃わなければ、100％出席
はかないません。考え方を変えると、100％出席すると
いう事は自分が健康で仕事も家庭も順調にいっている
という事です。
③ロータリークラブの価値は、そのクラブが地域社会に如
何なるプロジェクトを実施したか、如何に多額の寄付を
したではなく、そのクラブが如何なる人を育てたかによ
って決まる。という言葉あります。ロータリーの価値は
人づくりです。人を作るには、まず自分を作らなければ
なりません。愚直に 100％出席を続けていく事により、
会員の誰かが何かを感じて頂きそれによって変化が起
これば幸せと考えています。
～ロータリーと夫婦について～
私は、入会して間もないころ地区大会の昼食会で先輩から、
冗談ですが将来ガバナーと言われた事があります。私に能
力、才能があるからではなく夫婦で地区大会に参加してい
たからです。今から 20 年前でも夫婦で参加することは珍
しかったのです。私は今でもロータリーは夫婦同伴が基本
と考えております。それは私の両親がロータリーへ参加す
る姿を夫婦で見てきたからです。今年の 1 月アメリカ・サ
ンディエゴの国際協議会に夫婦で研修を受けてまいりま
した。たいへんハードな研修でしたが、二人だったからス
トレスも少なく、心強く感じました。7 月からガバナー職
がはじまりますが配偶者の理解、支援、協力がなければと
ても務まるものではありません。感謝の気持ちで一杯であ
ります。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日の会員奥様のご来訪を大・大歓迎致します。
理事役員一同

ご夫婦で例会にご出席された先輩方々おめでとうござい
ます。
足立 常孝

本日は、創立記念例会に会員奥様ようこそお出で下さいま
した。25 年と長いようで短い高山中央ＲＣの歴史に、最
優秀出席率 100％本当におめでとうございます。ロータリ
ーと夫婦そして家族に幸多かれとお祈り申し上げます。
平林 英一

先日、長男の結婚式を挙行させて頂きました。ひとつ肩の
荷が下りた気がしております。皆様には感謝を込めてニコ
ニコへ。
岩本 正樹

創立記念日に 25 年間皆出席メンバー5 名の奥さんをお呼
び頂き大変ありがたく（?）感謝申し上げます。奥様あっ
てのものです。
橋本 修/剱田 廣喜/松之木映一
三枝 祥一/清水 幸平
本日、創立記念日例会と言う事でおめでとうございます。
本日 5 月 16 日は、偶然にも弊社の 36 回目の創立記念日で
すので、これまで支えて頂いた方々に改めて感謝の意を込
めてニコニコへ。
下田 徳彦
5/13、次期地区大会のオープニング映像の一部の撮影が岐
阜の地で終了致しましたご協力頂いたメンバーさん、特に
堀口さん、高橋さん度々出張して頂きご苦労様でした。皆
様に感謝を込めて。
今井 俊治

昨日、はぐるま会がありましたが黄色い帽子を忘れまして
すいませんでした。また、実力で優勝させて頂きました。
ありがとうございました。
島
良明
昨日のはぐるま会、島さん優勝おめでとうございました。
また、一緒にプレーされた岩本 さん、優勝候補にも関わ
らず私が大変足を引っ張ってしまいごめんなさい。私は見
事ＢＢをゲット。楽しい一日でした。
中田 一男
昨日のはぐるま会、いきなりパースタートでいけるなっと
思ったのも束の間、100 切るだけのゴルフに知らないうち
になっていました。生きてゴルフが出来るだけで充分です。
岩本様お疲れ様でした。早くじいちゃんになって下さい。
高木 純
本日早退させて頂きます。すいません。
前越 路子/坂家

賢司

