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＜点 鐘＞ 会長 中田 專太郎 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 

 

＜本日のゲスト＞ 

高山市教育長 中野谷 康司 様 

高山市教育委員会 

 指導主事 都竹 克彦 様 

 

＜会長の時間＞ 会長 中田 專太郎 
 

過日実施致しました剱田・伊藤

両氏及びガバナー事務局の丸山

さんの慰労会には、沢山のメン

バーの皆様にお集まりいただき

まして、誠にありがとうござい

ました。楽しいひとときを過ご

せたのではないかと考えており

ます。 

本年も「まちなみコンサート」が 10 月 1 日まで開催され

ますが、昨日はその初日でありまして、当ロータリークラ

ブのメンバーである「二木酒造」さんをライブ会場として

行われました。私も恥ずかしながら、末席を汚させていた

だきましたが、やはり当クラブのメンバーである高木純さ

ん率いる New Boys keep swingin'の演奏が素晴らしかっ

たです。 

本日は教育長にお忙しいところを来ていただいておりま

す。後のお話を楽しみにしております。 

さて、教育長がいらっしゃるので少々気が引けますが、今

回は、ロータリーを離れて、少々下世話な話をさせていた

だきます。 

世の中はまさに「只今不倫蔓延中！」といったところなの

ですが、これももちろん今に始まったことではなく、ずっ

と昔からあったことなのではないでしょうか？ 

ただ、どうしてこれほどまでに、当人達の息の根を止める

ほどに騒ぎ立てるのでしょうか？皆さんよっぽど関心が

あるからに違いないですね。現在、国民の人権は、憲法は

勿論ですが、罪刑法定主義によって守られているはずであ

り、法律によって明文化されたもの以外は罰せられないと

いうのが大原則のハズです。「不倫罪」というのがあれば

まだしも、そのようなものが存在しないのに、どうしてこ

れほどまでに当事者の人権を無視してまでも、論（あげつ

ら）うことが出来るのでしょうか。不倫はあくまでもプラ

イバシーに関することなのに・・・。但し、かつては、「不

倫罪」というものが存在しました。もっともこれは「不倫

罪」という名称ではなく、「姦通罪」というものでした

が・・・。ところでこの「姦通罪」。妻が他の男と不倫を

した場合の規程しかなく、その逆である夫が他の女と不倫

をした時の罰則規定はありませんでした。 

ロータリークラブが出来たのが、今から 112年前のアメリ

カのシカゴで 1905 年のことでした。その 15 年後の 1920

年に東京で米山梅吉さんが 855番目に設立をし、そのさら

に 27年後に戦後の現行憲法（1947年）が成立しましたが、

この「姦通罪は」法の下の平等に反するということで、男

の方も処罰対象にするかどうかで、結局廃止になったので

す。幸か不幸か？この時点で、両者とも姦通即ち不倫の対

象から外されたハズなのに、どうして未だにこれほど騒が

れるのか理解に苦しみます。この「姦通罪」、勿論罰則規

定もあったのですが、親告罪なので、訴え出なければ、罪

に問われることはなく、実際には訴え出れば身内の恥にも

繋がるということで、ほとんどが示談、ようするにお金で

解決されたようです。「姦通罪」の前、江戸時代には「不

義密通罪」というものがあり、これは最高刑が死罪だった

のですが、実際には親告罪ゆえにほとんどこれが適用され

たことはなく、ほとんどが示談ですまされ、その相場が、

７両２分（約 495,000円）ということまで決まっていたそ

うです。そんな相場が出来るのは、如何にそんなもめ事が

多かった査証ともなりましょうか？「地獄の沙汰も金次第」

とは正にこのようなことを指し示すのでは？ 

さて、現行では「不倫罪」はすでになく、そのモラルだけ

が問われているのでしょうが、我々見識の高いモラリスト

を標榜するロータリアンにとって、これらの問題には無縁

であることを願うものです。 

 
 
＜幹事報告＞ 幹事 谷口 欣也 
 

◎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 

  ・9月ロータリーレートの 

お知らせ 

   1＄＝109円 

  ・バギオだより 9月号 

◆会長  中田 專太郎   ◆幹事  谷口 欣也   ◆会報委員長 大原 誠  ◆会報担当 植木 眞吾 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1144 回 
57 名 56 名 46 名 － 82.14％ 

前々回 

1142 回 
57 名 56 名 44 名 2 名 82.14% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2017～2018 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「いま結束のとき！目指そう、新たなる境地!!」 

＜出席報告＞ 
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◎国際ロータリー第 2630地区直前ガバナー事務所より 

  ・2016－17年度地区資金決算書 

  ・直前ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

＜高山市都市提携委員会より＞ 

  ・友好都市提携 35周年記念 

越前市市民ツアーのご案内 

   日にち：10月 19日(木)～20日(金) 

＜会報＞ 

  ・美濃加茂ＲＣ  ・可茂ＲＣ 

 

 

＜青少年奉仕委員会＞ 委員長 熊﨑 元康 
 

青少年奉仕委員会は、本年度も

例年通り「出前講座」の開催を

計画しております。皆様方のご

協力よろしくお願いします。 

本日の担当例会は、本年 4 月に

就任されました、中野谷教育長

にお願いしまして、「出前講座」

に対してのご意見、ご感想を頂

き、今後の委員会活動に反映して行きたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

 

＜卓 話＞ 高山市教育長 中野谷 康司 様 
 
出前講座への期待という事で、

4 つのポイントで話をさせてい

ただきます。どうかよろしくお

願いします。 

では、自己紹介をさせて頂きま

す。名前は、今、紹介していた

だきました。好きな色は、緑で

す。好きな食べ物は、カレーで

す。1週間に 3回カレーを食べる事がよくあります。小学

校、中学校の子供たちはカレーライスとハンバーグが大好

きなので、私は「週明けの月曜日には、子供たちが好きな

カレーやハンバーグを給食で出せば、子供たちは元気が出

るよなー」と思っていますが、意外とこれが実現しないな

と思っています。 

私の担当教科は、先ほど会長さんが関係のある事を言われ

ました社会です。先ほど姦通罪の話をされましたが、私も

興味を持っております。鎌倉時代にも姦通罪がありました。

姦通罪が適応されると、どう処分されるかという事が法律

できちんと残っています。鎌倉時代は家と家との結婚なの

で、姦通罪が成立した時にはけっこう大きな問題になりま

した。場違いな話をしてすみませんでした。 

職場の女性の私への評価ですが、「仕事に熱く取り組む」

「そして時々面白い事を言う」単なるオヤジギャグを言う

という事です。酒を飲む時は、無理して酒を飲まないよう

にという事を聞いております。 

出前講座への期待という事で、「働く事への○○を話して

いただきたい」、○○は何でしょうか。誇りです、誇りを

話していただけるといいと思います。ただし、働く事への

誇りや自分への誇りという事は、そう簡単に話せる事では

ないと思います。今までの人生の中で、この事は誇りとし

て話せるな、という事を子供に話すという事は、なかなか

大変だと思います。自分の親を見ても、私にそういうこと

を言った事がございません。ただ周りの人から、うちは製

材業だったので「そこのお父さんが挽いたヒノキの材は、

今でもあそこで使われとって、どえらいいいもんやよ。」

と言われると、私も嬉しく思いますし、誇りに思います。

だからこそ、出前講座の中で子供たちに感じてほしいのは、

やってみようという感覚です。今の子供たちに学ぶ意欲、

やってみようというエネルギーをどう付けるか、テレビで

いうスイッチをどう入れるか、というのは本当に大きな課

題になっています。私はそれに対しては、達成感とか貢献

感というのを積み重ねていくと、それが自信となり誇りに

なっていくという風に思っています。ですから出前講座の

中で、達成感とか貢献感という事を話していただけるとい

いと思っています。 

出前講座への期待という事で、5 月 29 日に中山中学校に

行っていただき、ありがとうございました。「嬉しかった」

という事ですが、私は話を聞いただけで終わってはいけな

いと思っています。小学生、中学生が話を聞いた後、自分

の感想を言う時間や質問をする時間がないとダメだと思

っています。対話力といっていますが、質疑応答の中で自

分が求めるモノをつくっていく事が大事だと思います。そ

の意味において、この間の出前講座のキャリア教育は、あ

りがたかったです。講師設定を 24 グループ作っていただ

いて、各グループが 6名～7名という小編成のおかげで子

供たちは一生懸命話を聞くことが出来ましたし、自分の考

えや質問が出来たという事で大変喜んでおります。ぜひ続

けて下さい。人を集めるのは大変だと思いますが、よろし

くお願いします。 

出前講座への期待という事で、ここにも色々上げてありま

すが、こういう言葉が入ります。「安心出来て自信を持て

ました。」「貢献したいという願いを持って働いていること

が分かった。」「プライドや責任を持って誰かのために、と

いう願いを持ってクラスに貢献できるよう頑張りたい。」

という事です。ここでもう少し紹介したいのですが、この

感想を書いてくれた女の生徒さんは、この下の文を書いた

女の子ですが、その前に書いている言葉は「山本さんのお

話の中で、どれだけでもお客さんの好きな味に、という言

葉が一番心に残っています。いつもお客さんの事を考えて

料理だけでなく掃除等も一生懸命行っていることを知り、

すごいなと思いました。」というのが、この感想の前にあ

ります。私はこの文を読んで、高山中央ロータリーの皆さ

んの話を聞いて、子供たちは、仕事の誇りといえるかどう

かは分かりませんが、少なくてもやりがいというものを子

供たちなりに感じてくれたと大変嬉しく思っています。そ

して、この文の最後は私も嬉しかったのですが「将来のた

めにしっかり勉強もしたいです。」勉強も、と書いてある

事がミソかなと思いますけど、「ありがとうございました。」

とあります。 

新学習指導要領でも平成 32年 33年に出てきますが、今ま

でキャリア教育というのがしっかり位置付けられていま

せんでしたが、今度から新学習指導要領に位置付けられる

というように変わってきました。高山市の「小・中学校教

育の方針と重点」には「郷土に生きる大人の生き方に憧れ

を持ち、夢の実現に向けて学習、生活をする力を育てます」

という事で、この 3つに力を入れています。高山中央ロー

タリーの皆様方に協力いただき、出前講座をやっていただ

いたことは大変助かりました。 

小学校でキャリア教育という、今までキャリアという言葉

は一切書いてありませんでしたが、今度の平成 32 年から

始まる学習指導要領には「一人一人のキャリア形成と自己

実現」という言葉が明確に入っています。特に「現在や将

来に希望や目標を持って、生きる意欲や態度の形成」とい

う事が一番重要なポイントになっています。中学校も特に

キャリア教育という風にしてはありませんでした。特別活

動の部分ではありますが「一人一人のキャリア形成と自己

実現」という事で、特に中学校は「社会参画意識の醸成や

勤労観、職業観の形成」という事に力を入れて書かれてい

ます。 
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感謝という事で、ＥＳＴ未来塾「カタリ場」です。私の聞

いたところでは、高山中央ロータリーさんの創立 25 周年

の事業で、沢山のお金を出していただいたおかげで、高山

市の中学生、小学生に「カタリ場」が始まり、現在も続け

られています。子供たちの心に灯を灯す授業、なりたい自

分は何だろうという事で、高校生と中学生、大学生が対話

しながら講座を行っています。その中の高校生の感想です。

「人は人、自分は自分。そんな風に考えられるようになる

までに随分時間がかかりました。」という事を話してくれ

ました。どうしても若い世代は他人との比較という中で生

きる事が多いですが、そういう言葉が出てきたのは、とて

も素敵な事だと思います。小学生も参加してくれて、高校

生との対話の中で小学校 5年生の子が「○○しないと何も

始まらない、高校生の話を聞いて思いました」とあります。

○○は何だと思いますか。これを当てるのはちょっと難し

いですが。素敵だなと思ったのは、小学校 5年生の子が高

校生、大学生、中学生の皆の居る前で「ここで学んだ事は

創生しないと何も始まらない」という事を言いました。そ

ういう言葉が 5年生の子から出てくるという事は「カタリ

場」の成果だと思っています。 

また、ＥＳＴ未来塾という事なので新しい教育もどんどん

入れていきたいと思います。今年度はプログラミング教育

という事でパソコンを使って色々な機械を自分で設定し

て動かすというような事も進めています。このようにして

発展させていただいております。 

昨年、前期後期の学期制という事で色々話題になりました。

今、高山市でどのようになっているのかをお話ししたいと

思います。前期後期制という事を教育委員会でも考えてい

ます。その中で大切にしている事は、高山市教育大綱が

29 年 3 月に作成され、そこに書いてある「生きる力」と

いう事を目指しています。具体的に言うと、「社会全体で

協働し子供たちを育むこと」「子供一人ひとりに寄り添い、

個性や能力を伸ばすこと」ということで、話し合う、会話

をする中で力をつけていくという事を重視しています。そ

して、望ましい生活習慣というところにも目を向けて食育

や眠育という事に触れています。 

眠育についてもう少し話をします。眠育というのは、最近

子供達はＳＮＳあるいはゲームで夜寝る時間が遅くなり、

夜中 1時 2時にゲームをしたり、ラインで繋がっていると

いう生活がある事は事実です。そういう環境の中で生活を

どうしていくかという事を、家庭と学校が連携して進めて

いく事で、現在眠育という事をやっています。それで前期

後期制のひとつの良さとして、家庭と連携してやろうと思

った時に、6月 7月に実際に取り組んで夏休み前に懇談を

行って、夏休みに望ましい生活習慣、例えば睡眠時間や家

庭学習や食育などに取り組んで 9月にそれを振り返る。そ

して後期、今度は 10月から取り組み 12月に懇談をして冬

休みを迎え、また 1月にそれを振り返る、といった長い期

間で見ていく事で力を付けていく、という前期後期制の良

さという事で現在考えています。あとは時間の問題です。

7 月 12 月は教員にとっても子供にとっても、とても忙し

い時期で、6月に大会があったりするので、そういった忙

しい時期を少しずらす事によって話し合いの時間を設定

する事になります。係の活動も入れ替えやすいという事で

す。課題は、通知表をもらう時期や回数の変化です。原則

的に 3回もらっていた通知表が、2回になることによる気

持ちのリセットです。長期休業前に通知表をもらって休み

だ！という感覚が実際にある事は確かです。そういったリ

ズムに、前期後期制というのは合わない部分があるという

風に課題として捉えております。 

以上、端折りましたが、出前講座を通して子供たちに熱い

思いを語っていただける、そして現場の思いを語っていた

だける事は本当にありがたいと思っています。これからも

どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜９月のお祝い＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

下田 徳彦    Ｓ４２年 ９月 ４日 

中田 一男    Ｓ２３年 ９月 ９日 

平林 英一    Ｓ２６年 ９月１６日 

新井 信秀    Ｓ２６年 ９月２０日 

高原 武夫    Ｓ２４年 ９月２１日 

内田 茂     Ｓ２６年 ９月２１日 

村瀬 祐治    Ｓ２８年 ９月２２日 

三枝 祥一    Ｓ２５年 ９月２５日 

 

 

＜夫人誕生日＞ 

足立 常孝   加代子   ９月１５日 

 

＜結婚記念日＞ 

都竹 太志    Ｈ１５年 ９月２１日 

高木 純     Ｓ６１年 ９月２７日 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
高山市教育長 中野谷康司様、高山市教育委員会 都竹克
彦様のご来訪を心より歓迎申し上げます。後程、卓話をよ
ろしくお願い致します。 理事役員一同 
 
本日は、中野谷教育長の講話楽しみにしています。よろし
くお願いします。 熊﨑 元康 
 
中野谷君、お久しぶりです。本日の卓話楽しみにしていま
す。よろしくお願いします。 坂之上 健一 
 
中野谷教育長、歓迎します。本日はよろしくお願いします。 
 西倉 良介 
 
中野谷教育長、本日はよろしくお願いします。 内田 茂 
 
8/30 直前ガバナー・直前地区代表幹事の慰労会がクラブ
会長幹事のご配慮で開催されました。沢山の皆様に出席し
て頂き誠にありがとうございました。 
 剱田 廣喜 伊藤 正隆 

 
 
 
本日、50 回目の誕生日を迎える事が出来ました。お世話
になっている方々、健康でいられる事に感謝してニコニコ
へ。 下田 徳彦 
 
昨日は「まちなみコンサート」があり、二木酒造さんのご
厚意で会場を貸して頂いたので、伝統的で荘巌な雰囲気の
中で演奏することが出来ました。ありがとうございました。
中田会長のフルートのステージは威風堂々として素晴ら
しかったです。また、8/26斐太高校の 30年以上開催され
ていなかった同窓会が還暦同窓会として開催されました。 
鶯塚先生の言われた「君の名は」の意味がよ～く分かりま
した。高校時代プチ好意を持っていた人に思いっきり握手
してもらいましたが、何のトキメキもありませんでした。
ただの勘違いである事に気付きました。 高木 純 
 
剱田さん、一ヶ月楽しいニコニコをお願いします。大変期
待しています。 周 信夫 
 
本日早退します。ごめんなさい。 田中 雅昭 
 


