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＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞

会長

田中 雅昭
我等の生業

＜本日のゲスト＞
国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐
長瀬 隆 様
濃飛グループ次期ガバナー補佐
井尾 達之 様
＜本日のビジター＞
青少年育成小委員会委員

沖 俊成 様
（鈴鹿西ＲＣ）
〃
藤下 和也 様
（恵那ＲＣ）
ポリオ・プラス小委員会委員 故金 正司 様
（岐阜中ＲＣ）

＜会長の時間＞

会長

田中

雅昭

皆さんこんにちは。
残 5 回目の会長の時間です。本日
は最終ガバナー補佐訪問があり、
長瀬隆ガバナー補佐様にお越し
いただきました。一年間ご指導い
ただき誠にありがとうございま
した。また井尾達之次期ガバナー
補佐様（美濃加茂ＲＣ）にもお越
しいただきましたので、次年度へ向けてご指導賜ればと存
じます。また井尾様、地区次期ポリオ・プラス小委員会委
員長の故金様（岐阜中ＲＣ）、地区青少年育成小委員会委
員の沖様（鈴鹿西ＲＣ）同じく藤下様（恵那ＲＣ）には本
日行われる、高山市立中山中学校での出前講座があり、こ
ちらのほうもご出席して頂けるとお聞きして居りますの
で、重ねてお願い申し上げます。
さて堺屋太一著の「団塊の後 三度目の日本」と言う書籍
を読みましたので、ほんのさわりだけご紹介いたします。
一度目の日本は幕末維新の「明治の日本」、二番目の日本
は太平洋戦争敗北後の「戦後日本」、モトから変えなけれ
ばならないのが今後 10 年後の「三度目の日本」です。
2026 年ごろは新規の大型プロジェクトはほとんどなく、

リニアも整備され助成金もほとんどありません。公共工事
ばらまきの、箱物物件も廃館や取り壊しがあるだけです。
人口は減少し労働者も減る中、第二の仕事が認められ昼間
は事務職、夜間はウエイターなんてのは当たり前の時代に
なるかもしれません。10 年後は五つの危機を乗り越えて
いかねばなりません。一つ目は人口減少と高齢化（団塊の
世代は後期高齢者）、二つ目は「欲ない、夢ない、やる気
ない」3Ｙの低欲社会、三つ目はオリンピック・パラリン
ピック後のゼロ成長が続く、経済縮小危機、四つ目は 1482
兆円の国債残高がある財政危機、五つ目は男女とも結婚を
したがらず、子を産みたがらない減種の危機です。今後
様々な課題が山積されておりますが国際ロータリーと日
本のロータリーの今後の歩み方も、様々な方向へと変革し
なければならない時がやってくるのではないでしょうか。
さて会長支持率や いかに！！

＜幹事報告＞

幹事 中田

学

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・「学友だより」
・6 月のロータリーレート
1$＝110 円
・訃報 福井隆雄パストガバナー 5 月 23 日ご逝去
享年 87 歳
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・2017－18 年度ロータリー財団
研修セミナー参加出席要請のご案内
日時：7 月 15 日（土）
会場：岐阜グランドホテル
登録料：10,000 円
要請者：次期会長・次期ロータリー財団委員長
＜高山市民憲章推進協議会より＞
・総会のご案内
日時：6 月 5 日（月）19：00～
会場：高山市役所
地下市民ホール
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＜ガバナー補佐訪問＞
ガバナー補佐

長瀬

隆 様

ただ今紹介して頂いたガバナ
ー補佐の長瀬でございます。
今日は出前講座ということで
出席したかったのですが、午
後から仕事がありまして出席
できません。
話は変わりますが、前回頂き
ました記念品の入れ物はスマ
ホの待ち受け画面にしていま
す。これでビールを飲むと、剱田ガバナーに注がれている
ような気がして、いまだケースのままでございます。
先ほど、会長幹事さんと次期会長幹事さんと話をさせて頂
きました。本当に今年も活発な事業をして頂いていること
に感謝申し上げます。ガバナー事務所に最終報告を出さな
ければいけないのですが、今までは 1 枚くらいで良かった
のですが、たくさん書かなければいけないくらい活動して
頂いて感謝申し上げます。来年も引き続き、飛騨の匠の技
を見せていただき、たくさんの報告事項を提出したいと思
います。濃飛グループでは一番活動して頂いていると思い
ます。そして、ＲＩ会長の受賞の申請を提出してあるとい
うことで、他のクラブでは一度も経験がありませんので期
待しています。
本日は、井尾さんと同席致しました。私より若いのかと思
っておりましたが私より年配です。連休明けに 1800 ㎞を
走破されたということです。東京から東北へ行ってそのま
ま帰るのが、新潟を回って富山から帰ったということをお
聞きました。運動不足な私に対して次のガバナー補佐は元
気な人にとお願いしてありましたので、健康には自信があ
るということで、とてもまねができません。お酒は全く飲
めないということですが最後まで付き合いします、という
ことです。宜しくお願いします。
一年間どうもありがとうございました。

次期ガバナー補佐

井尾

達之

様

皆さんこんにちは、井尾です。
若そうに見えますが長瀬さん
より 1 歳上です。団塊の世代
の 1 年前 21 年生まれで 71 歳
です。ロータリー歴は 20 年そ
こそこですので、ガバナー補
佐をやるとはこれっぽっちも
思ってもみませんでした。
入会するときに、会長をやる
のは自分が死んだころでないとできない、と会員が多くて
思っていたのですが、それがえらい早くやることになりま
した。1 年が終わったら次の会長に不幸があり、先輩にも
う 1 年やれと言われ下呂クラブの会長と一緒で 2 年続けて
やることになってしまいました。それから、今年はガバナ
ー補佐です。ありがたいことです。皆様とお会いできるの
で素晴らしいなと思います。
先ほど会長幹事さんに「素晴らしいクラブだ」と言いまし
た。この大勢の会員で、この形はつくづく素晴らしいなと
思います。元気があって、いろいろなことに挑戦してＲＩ
会長賞に申請をされていて、とても素晴らしいです。グロ
ーバル補助金もやろうと思っていたけどだめだったとか。
チャレンジをされていて素晴らしいなと思います。この濃
飛グループのリーダークラブに確実になっていると思い
ます。貴クラブはガバナーを出しておりますし非常に頑張
ってみえます。真のリーダーとして頑張ってみえます。長

瀬さんは言われなかったですが、増強委員長が「濃飛グル
ープは会員増強が一番だ。それぞれのクラブが頑張って５
人増強できればいい」と言われました。
ところでガバナー月信を読んでいただきますと、ＲＩで本
当に大きな改革がなされました。これで本当にいいのだろ
うかということを考えなくてはいけません。この先、日本
の良さを生かせる方向でなければいけません。世界の趨勢
を見ながらやっていかなければいけないのに、本当にこれ
でいいのか。日本のロータリーがガラパゴス化になってし
まってはいけないので、よほど頑張っていかなければなら
ないと思います。
その結果、揺り戻しのように日本のロータリーの良さが見
直されてくることもあると思います。
長瀬さんがいっぱい書くことがあるから大変だと言って
みえましたが、私は何もやらないと言っておきます。そう
すればかえって皆さんに活動して頂けると思うからです。
私は胸を張って、こういう良いクラブがあるとご紹介した
いと思います。
今後皆さまに教えていただきながら参りたいと思います。

「出前講座」につき中山中学校にて
＜会長挨拶＞

会長 田中

雅昭

皆さんこんにちは。
ただいまご紹介いただきました高山中央ロータリークラ
ブ会長の田中雅昭と申します。本日は高山市が力を入れて
事業推進をしている、キャリア教育に対し当クラブに於い
ても数年来、出前講座と題してクラブメンバーと共に生徒
さんと膝を交えて、将来の夢や希望を語り合い、一つでも
多くのヒントや方向性を掴んでいただけたらとの思いで
毎年活動をしております。
本日高山市を初め県内から 30 数名のロータリアンが参っ
ておりますので、ロータリアンを悩ませるような意見や質
疑をして頂き、実りある事業にして頂けることを期待して
おります。
私からは皆さんにナポレオン・ヒルの言葉を紹介して挨拶
に変えたいと思います。

≪ナポレオン・ヒルの言葉≫
もし、あなたが負けると考えたなら、あなたは負ける
もし、あなたがもうダメだと考えたなら、あなたはダメに
なる
もし、あなたが勝ちたいと思う心の片隅でムリだと考えた
なら、あなたは絶対に勝てない
もし、あなたが失敗すると考えたなら、あなたは失敗する
世の中を見てみろ、最後まで成功を願い続けた人だけが成
功しているではないか
すべては人の心が決めるのだ
もし、あなたが勝てると考えたなら、あなたは勝つ
もし、あなたが向上したい、自信を持ちたいと願い続けた
なら、あなたはその通りの人になる
さあ、頭を切り替えよ！！さあ心を決めよ！！
強い人が勝つとは限らない！
すばしっこい人が勝つとも限らない
私には出来ると考えた人だけが、結局は勝つのだ！
本日はどうぞ宜しくお願い致します。
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＜校長先生挨拶＞

＜青少年奉仕委員会＞

＜出前講座風景＞

委員長

下田

徳彦
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＜生徒発表＞

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日は、ガバナー補佐最終訪問でお世話になります。一年
間ありがとうございました。
濃飛グループガバナー補佐 長瀬 隆 様
来年度のガバナー補佐です。よろしくお願いします。
濃飛グループ次期ガバナー補佐 井尾 達之 様
本日はお世話になります。これからもよろしくお願いしま
す。
青少年育成小委員会委員 沖 俊成 様（鈴鹿西ＲＣ）
本日は、出前講座の見学をさせて頂きます。どうぞよろし
くお願いします。
青少年育成小委員会委員 藤下 和也 様（恵那ＲＣ）
今日は、下田さんのご案内で出前講座の見学をさせて頂き
ます。 ポリオ・プラス小委員会委員 故金 正司 様
（岐阜中ＲＣ）
本日は、国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナ
ー補佐 長瀬隆様、次期ガバナー補佐 井尾達之様、同地
区ポリオ・プラス小委員会委員 故金正司様、青少年育成
小委員会委員 沖俊成様、藤下和也様のご来訪を歓迎致し
ます。
理事役員一同

本日は、長瀬ガバナー補佐様、井尾次期ガバナー補佐様に
は、大変お忙しい中、誠にありがとうございます。また、
出前講座に出席の、故金ポリオ・プラス小委員会委員様、
沖青少年育成小委員会委員様、同じく藤下様、本日はよろ
しくお願い致します。
田中 雅昭
本日は地区よりポリオ・プラス小委員会委員 故金様、青
少年育成小委員会委員 沖様、藤下様には、出前講座のた
め遠方よりお越し頂きありがとうございます。多くの方の
ご協力のもと、本日の出前講座が成功することを祈念して
ニコニコへ。尚、13：40 から授業が始まるので関係者の
皆さまは、移動をお願いします。
下田 徳彦
濃飛グループ次期ガバナー補佐 井尾達之様、次期ポリ
オ・プラス小委員会委員長 故金正司様の御来訪を歓迎致
します。一年間よろしくお願い致します。 村瀬 祐治
「ひろくんに心臓移植を」の募金にご協力頂きましたが、
国内での手術が叶い募金が締め切られました。募金頂いた
会員の皆様のご厚意はニコニコへ入れさせて頂きます。
会長/幹事

