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＜出席報告＞

高山市本町１－２

会員数

出席会員

出席

Make-up

会長支持率

本 日
1133 回

59 名

58 名

46 名

－

79.31％

前々回
1131 回

59 名

58 名

47 名

2名

84.48%

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

◆会報担当 津田 久嗣

http://www.takayamacrc.jp/

＜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

皆さんこんにちは。
先週の出前講座では 30 数名
もの多くの皆さんに講師等
で参加して頂き誠にありが
とうございました。中山中学
校 2 年生の生徒さんにとって、
今後の進路選択や将来の夢
を実現する為、何かしらの手
助けが出来たものと確信い
たします。ご苦労様でした。
さていよいよ残すところ 1 カ月となり残 4 回目の会長の時
間です。皆さんは伊藤肇著の「現代の帝王学」を読まれた
ことがありますか。その中に「社長の実力を測る五つの指
標」なる項目がありましたので、いくつ当てはまるか数え
てみてください。
1. 企業内容は充実しているか
2. 重役の人事権を握っているか
3. 機密費を一手に握っているか
4. どんな愛人を持っているか
5. 秘書側近は有能か
当たり前の事から、法律的に駄目な事、社会的にしてはな
らない事、様々な考え方、思いかたはあるでしょうが、一
つ一つを掘り下げて考えてみると全てを否定することも
出来無いのではないかと思います。五つの指標をすべて兼
ね備えた社長は我々の知る由もなく、山のように存在する
のです。ダメな社員代表の釣りバカ浜ちゃんでさえ、鈴木
社長からは、絶大な信用を得ているのですから。自分の器
を磨き、時代の変化や時の環境に対応出来る人のみが生き
残れる。その為にはロータリーの例会に多く出席し、人格
を向上させることから始まるのではないでしょうか。あな
たはどのように考えられますか。
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
・2017 年決議審議会提出「決議案」について
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・月信担当者より次年度に向けて
○下呂ロータリークラブより
・益田清風高校インターアクトクラブ
「夏のアジア・アフリカ救援衣料回収・募金活動」
のご案内
日時：7 月 8 日（土）
場所：益田清風高校
＜会報＞
・美濃加茂ＲＣ

・可茂ＲＣ

＊5 月 29 日に行われました中山中学校での
「出前講座」のヒットネットＴＶ
放映時間
6 月 5 日（月）から 1 週間くらい
ヒダビュー
1日3回
① 8：30～ 9：00
②18：00～18：30
③22：00～22：30

＜出席/プログラム委員会＞
委員長

長瀬 栄二郎
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＜卓

話＞

ガバナー

剱田

廣喜

ロータリーのハラスメント対策
青少年と接する際の行動規範に関する声明
この行動声明は、青少年と活動するあらゆる状況でロータ
リアンが守るべき基本的な原則を規定しています。
国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために安全な環境をつくり、これを維持する
よう努める。ロータリアン、その配偶者、その他のボラ
ンティアは、接する児童および青少年の安全を考え、肉
体的、性的、あるいは精神的な虐待から彼らの身の安全
を守るため、最善を尽くす責任がある。
ロータリーは長年にわたって青少年への奉仕を行ってき
ました。毎年、30 万人を超える青少年が、インターアク
ト、ロータリー青少年交換、ロータリー青少年指導者養成
プログラム（RYLA）などのロータリープログラムに参加し
ています。さらに、数多くのクラブや地区が行うメンタリ
ング（個人指導）プログラム、予防接種活動、職業訓練プ
ログラム、識字率向上プロジェクトなどのさまざまな活動
は、若者や社会的に弱い立場の人びとを支援することを目
的としています。
しかし、残念ながら、どのよ
うな団体やプログラムでも虐
待の問題が絶対に起こらない
とは言えず、最も安全と思わ
れるような状況でさえもこう
した問題は起こりうるのです。
犯罪者は、児童や未成年者に
簡単に近づくことのできる指
導者やコーチなどの役割に就
くチャンスを探しています。青少年との活動に熱心な大人
の多くは、自分たちに寄せられた信頼を悪用しようとする
人がいるなど思いもしません。国際ロータリーは、青少年
保護を非常に重大な責任として受けとめています。虐待を
防ぎ、虐待があった際に適切な対応を直ちに取れるような
安全な環境をつくれるかどうかは、ロータリアンにかかっ
ています。

ロータリーの青少年プログラムは多感な青少年を対象と
しておりますので、大変なリスクがあるわけですが、ロー
タリーの究極の目的である世界理解、平和の実現には、遠
回りのように思えても、実際効果があるのは青少年の教育
です。リスクがあるからこそ、青少年プログラムはロータ
リーの存在価値を高めているのだと思います。

＜６月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
田中 雅昭
津田 久嗣
古橋 ひと実
＜夫人誕生日＞
高木 純
新宮 一郎
黒地 重雄
周 信夫
＜結婚記念日＞
田中 雅昭
中田 一男
西倉 良介
黒地 重雄
仲谷 政美

Ｓ３２年
Ｓ３５年

和代
智子
千織
真奈美

Ｓ５９年
Ｓ４７年
Ｓ５５年
Ｓ４９年
Ｓ４４年

６月２０日
６月２５日
６月２５日

６月 ２日
６月１７日
６月１９日
６月２５日

６月 ２日
６月 ３日
６月 ８日
６月２０日
６月２６日

＜ニコニコＢＯＸ＞
私の地区幹事としての担当「ガバナー月信」の発行が剱田
ガバナー月信 6 月号をもちまして、無事終了することが出
来ました。表表紙・ひだの言葉とさし絵を提供頂きました
大森貴絵様、ご協力頂きました高山ＲＣ住地区幹事 丸山
事務局員さんに感謝申し上げます。
松之木 映一
6/2 の妻の誕生日にお花を届けて頂きありがとうござい
ました。6/4 は、うちの猫ちゃんタロー君の誕生日で無事
1 歳になりましたのでニコニコへ。
高木 純

先々週の金曜日、取引先のゴルフコンペで中京カントリー
に行って来ました。女子プロのトーナメントの後で、とて
も素晴らしくコースがメンテナンスされていて、また上田
桃子さんや宮里藍さんの話をキャディーさんと話しなが
ら、スコアもまあまあで楽しくプレーできました。しかし、
今の女子プロはすごく飛ぶ事が分かりました。
中田 一男
信田でグランドゴルフをやり、ワンアンダー23 で回れま
たことを記念して。
内田 茂

