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＜点 鐘＞
会長 田中 雅昭
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー
＜四つのテスト＞
＜会長の時間＞

会長

田中

雅昭

皆様こんにちは。
先般 8 月 29 日に行われた
ＩＤＭに出席された皆様
にはお忙しい中、ご苦労様
でした。大変有意義なミー
ティングであり、歴代会長
さんにロータリーについ
て熱く語って頂き、私も大
変勉強になりました。あり
がとうございました。古橋
さん、平川さん、二木さん、直井さんお疲れ様でした。後
程ミーティングに対する感想を述べて頂きますので、よろ
しくお願い致します。また古橋さんには、お値打ちな料金
で場所を提供して頂きありがとうございました。次回もよ
ろしくお願いします。
私も 10 年前にＩＤＭを受け、第一物産さんの別荘で美味
しいコケ汁（ヒカリシビレコケ？ではありません）を頂き、
帰り際に、水路に落ち、携帯電話が流され大変な目にあっ
たことを思い出します。大変気分よく酔わせて頂きました。
その時ＩＤＭの内容はすべて飛んでしまいましたが・・・
さて今月は「基本的教育と識字率向上」月間です。ユネス
コによる識字率とは「15 歳以上に対する、日常生活の簡
単な内容の読み書きが出来る人口の割合」と定義されてい
ます。特にアフリカやアジアに識字率の低い国が多く、パ
キスタンでは、55％程度だそうです。又女性の割合は何と
26％程度とされているそうです。世界の人口が約 72 億
7550 万人に対し 15 歳以下を除いて、成人で 7 億 7400 万
人の人が読み書きできないと言うのです。そして就学適齢
期で教育を受けられない子供は、5700 万人もいるそうで
す。以前当クラブに於いても、カンボジアへノートや鉛筆
など文房具を送ったことがありましたが、これを機に今一
度検討してみてはどうかと思います。
Ｐ.Ｓ.
『ロータリーの 6 つの重点目標とは』
1.平和の推進
2.疾病との闘い
3.きれいな水の提供

4.母子の健康
5.教育の支援
6.地元経済の成長
そしてプラス、ポリオ撲滅活動が行われ、世界であと 3
か国となりました。
さて会長支持率やいかに！！

＜幹事報告＞

幹事 中田

学

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・財団ニュース 9 月号（ＲＩ日本事務局）
・ロータリー財団ニュース 9 月号（ＲＩ第 2 ゾーン）
・ロータリー財団研修セミナーのご案内
日時：10 月 29 日（土）12：00～
会場：じゅうろくプラザ
登録料：6,000 円
○米山梅吉記念館より
・秋季例祭のご案内
・賛助会入会のお願い
・館報 2016 年秋号
9 月 22 日(木)休会 法定休日
〇ロータリーの友事務所より
・「ロータリーの友」英語版発行のお知らせ注文
＜兼重 稔弘氏より＞
・地区補助金奨学生のコンサートのご案内
＜国際ソロプチミスト高山より＞
・新高山事務所のご案内
会長 田近 薫
事務所 高山市岡本町 4-1-1
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＜ロータリー情報委員長＞

平林

英一

8 月 29 日月曜日ＩＤＭを卯木にて午
後 6 時より研修会と懇親会を開催し
ました。
今期新入会員の二木公太郎さん直井
泰司さん、前期入会されてＩＤＭを
初めて受ける古橋ひと実さんと平川
りささん。ロータリー情報委員の冨
士井忠男さん、松之木映一さん、チャーターメンバーでも
ある 19 代会長の橋本修さん直前会長の山本辰男さんにも
お願いしてロータリー活動についての研修をしてもらい
ました。
懇親会では料理いっぱい、お酒飲み放題で支払いのお金に
はご迷惑かけました。すみません。
それでは、今日の例会で新入会員の方に入会して振り返っ
ての思い、また、研修会での感想を述べてもらいたいと思
います。古橋さん、二木さん、直井さんの順にお願いしま
す。

＜ＩＤＭ報告＞
古橋

ひと実

こんにちは。8 月 29 日ＩＤＭに出席させて頂きました。
歴代会長さん方から中央ロータリー
の歴史に始まり、ロータリー財団、
米山記念奨学金、中央ロータリー倫
理基準、職業奉仕等について聞かせ
ていただきました。
私個人として寄付等意思を持ちなが
らも行動に移せていない情けない現実ですが、クラブの一
員として、少しでも貢献出来ているのであれば幸いです。
中央ロータリー倫理基準の中にあります『如何なる場合に
おいても、如何なる場所においても、常に「恥じない」姿
勢である事』気に掛かった言葉です。心に止め実践したい
と思います。
ロータリーの教えは、マンネリ化した自分を改めさせてく
れる力が有ると思います。私にとっては良かったと感じま
す。
一方では、私の仕事柄でしょうか、ロータリーに入った事
で中傷される事も多いです。ポジティブ思考と思っていま
すが、入会して良かったのかどうか考える日もあります。

二木

公太郎

先日、ＩＤＭを受けさせていただきました。
入会して右も左もわからない新参者
ですので、ご無礼な発言がありまし
たらお許しください。
正直、7 月に入会して先日のセミナ
ーを受けても全く分からないことだ
らけで、言葉の意味も分からなけれ
ば、ソングが毎月変わる中でいくつ
の歌があるんだろうと思うぐらい何もわかっていません。
会長エレクトという言葉も次年度会長ということを先日
教えていただいたぐらいです。
全てのことを理解するには時間をかけてと思いますが、今
まで参加してきた団体や今まで持っていたロータリーへ
のイメージがこれからどのように変化していくか、自分自
身わかりませんが、友情を大事に学ばせていただければと
思います。

直井

泰司

8 月 29 日のＩＤＭに出席しました。
歴代の会長のお話、ロータリーの歴
史、米山記念奨学金のお話などを聞
きました。私は入会するまでロータ
リーというものを全く知りませんで
した。また活動についても同様でし
た。
今回のミーティングで、ロータリーは大変古くからの歴史
があることや世界的な活動を行っている事を知りました。
それ以外のことは正直まだ良くわかりません。しかし自分
の信念や思想とつながるところがあり「あ、この気持ちを
共感出来るクラブなんだ」と感じました。それは「自分の
職業は価値のあるものであり、社会に奉仕する絶好の機会
を与えられたものと考える事」これは、自分を頼りにして
いる人がいれば全力で期待にこたえる事だと考えます。
次に『如何なる場合においても、如何なる場所においても、
常に「恥じない」姿勢である事』これは礼儀作法やモラル
や秩序が守られるかだと思います。家庭内の事ですが、我
が家では子供たちに最低限の礼儀を厳しくしています。玄
関では履物をそろえる、食事のときは姿勢を正して食べる、
しっかり手を合わせて「いただきます、ごちそうさまでし
た」をする、食事を作ってくれた人に感謝するようにしっ
かり味わって食べる、など。些細な事かもしれませんが、
これらのことが出来ない子供や大人が多いのです。子供の
頃に身につけた礼儀作法が自然にあたりまえに出来るよ
うな大人になってほしいです。特に、口を酸っぱく言うこ
とは「自分がされて嫌なことは、相手も嫌」「自分がされ
て嬉しいことは、相手も嬉しい」それから、
「人の気持ち・
痛みがわかる人になれ」です。
それらはロータリークラブの理念にも通ずるものだと感
じました。

＜9 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
下田 徳彦
坂家 賢司
中田 一男
平林 英一
新井 信秀
高原 武夫
内田 茂
村瀬 祐治
三枝 祥一

Ｓ４２年
Ｓ３７年
Ｓ２３年
Ｓ２６年
Ｓ２６年
Ｓ２４年
Ｓ２６年
Ｓ２８年
Ｓ２５年

９月 ４日
９月 ５日
９月 ９日
９月１６日
９月２０日
９月２１日
９月２１日
９月２２日
９月２５日

＜夫人誕生日＞
足立 常孝
坂家 賢司

加代子
茂美

９月１５日
９月２７日

＜結婚記念日＞
都竹 太志
高木 純

Ｈ１５年
Ｓ６１年

９月２１日
９月２７日
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＜ニコニコＢＯＸ＞
いつもありがとうございます。8/29 ＩＤＭに当店をご利
用頂きありがとうございました。充分お世話出来なかった
と思いますが今後ともよろしくお願いします。
古橋 ひと実

昨日、知人主催のダンスイベントに参加しました。現地で
坂之上さんに偶然お会いし、イベント主催者の知人と坂之
上さんは身内関係だと言う事で２度ビックリ!色々お話し
が出来て楽しかったです。
直井 泰司

昨日は 49 歳の誕生日でした。多くの方からお祝いの言葉
を頂きありがとうございました。特に大きな病気もなく健
康であることに感謝してニコニコへ。
下田 徳彦

先週のＳＡＡより、携帯電話の注意アナウンスがありなが
ら、例会中に呼び出し音が出ました事お詫びします。
橋本 修

先週、我が家に新しい家族がやって来ました。孫でも隠し
子でもありません。ＣＭに出てくるロシアンブルーの子猫
です。時々噛みますが、仕送りもないし、カードの使い込
みもしない良い子です。カミさんの八つ当たりも少なくな
り平和な日々が続いておりますのでニコニコへ。
高木 純

昨日のはぐるま会にて良い事がありましたのでニコニコ
へ。
植木 眞吾
昨日のはぐるま会で久しぶりに優勝させて頂きましたの
で。
三枝 祥一
本日。申し訳ありません。早退と言う事で。 久々野国良

