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●点 鐘
●ロータリーソング
われらの生業
●高山中央ロータリークラブ職業倫理基準
●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 住 宏夫様
高山市教育委員会
教育長 中野谷 康司様
高山工業高等学校
校 長 村田 和宏様
建築ｲﾝﾃﾘｱ科学科主任
梶井 真也様
●会長の時間

会長

大原

誠

みなさんこんにちは。明
日から東京パラリンピッ
クが始まります。東京オ
リンピックは 8 日、17 日
間の大会に幕を下ろしま
したが、日本は金メダル
27 個を含む 58 個という
史上最多のメダル獲得と
なり、コロナ禍の問題山積での開催ではありまし
たが、日本選手団の活躍に感動するとともにコロ
ナ感染リスクの高い中で、ボランティアの皆さん
のサポートに敬意を表するものです。さて、先般の
会長の時間でもお話しましたが、RI 細則第 4 条（会
員の多様性）には、
「各クラブとローターアクトク
ラブは、多様性を推進するような均衡のとれた会
員構成を構築するよう努めるものとする。いかな
るクラブもジェンダー、人種、皮膚の色、信条、国
籍、または性的指向により入会を制約することは
できない。との会員資格が列記されています。この
RI 規則にある会員資格の多様性に関連することで、
先日、あることをきっかけに、世間、世の中のルー
ルや、常識といった社会的な規範みたいなものが

変わってきていると認識を新たにすることがあり
ました。社会生活のなかで私たちが、まず留意すべ
きものとしてコンプライアンスがあります。いわ
ゆる法令順守ですが単に法令だけでなく、倫理や
社会規範といったものも対象です。特に会社や企
業といった組織においては、特に厳正に対応しな
ければなりません。パワハラ、セクハラといったこ
とも含まれると思いますが、最近ではモラハラと
いったことにも注意しなければなりません。また
“ジェンダーレス”
、ジェンダーレスとは、簡単に
言いますと性差のない、または無くそうとするこ
とですが、関連して“トランスジェンダー”という
心と体の性が一致していない人もおり、そうした
考えにも理解していかねばなりません。金融機関
はこうした社会的規範・規律への対応については、
率先して取組むことが求められています。前置き
が長くなりましたが、最初に言いました、きっかけ
となったある事ですが、今年 2 月に高山短期大学
の新しい自動車実習棟が完成されました。EV 電気
や FCV 水素燃料電池自動車、自動運転といった次
世代の自動車に対応した様々な設備を完備された、
素晴らしい実習棟です。短期大学ではありますが、
この飛騨地域唯一の大学であり、その実習施設を
市民の方にもぜひ見ていただきたいという短大様
の思いと、
“ひだしん”としましても地域の教育振
興・貢献の観点から、この８月、夏休みに、新しい
施設で子供たちに自動車について学んでもらおう
と考えまして、高山短期大学と共同で“自動車の仕
組みを学んでミニ四駆を作って走らせよう”とい
うイベントを企画しました。対象者を飛騨地区在
住の小学生として企画したのですが、親御さんも
一緒に参加していただいた方が安心かと思いまし
て、その際の参加者募集パンフレットに「親子で参
加」と記載し、短大に提案したところ、短大側から
「親子」という記載を削除してもらいたい旨の申
し出がありました。コロナ禍で子供、親御さんとも
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大変な情況での夏休みであり、少しでも親子一緒
の楽しいイベントにしたいとの思いでわかりやす
く「親子で」としたのですが、その趣旨は十分理解
するけれども、とくかく「親子で」という表現と記
載がまずいということでした。理由は、親がいない
子供たち、親がいても祖父母や親戚のもとで暮ら
している子供たちも沢山いるなかで、
「親子で」と
限定して、明記してはいけないということです。こ
のことは現在では学校教育上の大きな留意点であ
るそうです。児童を対象とした夏休みのイベント
開催におけるキャッチフレーズとして「親子で」と
いう言葉がわかりやすいし非常にマッチしている
と思うのですが、教育現場ではそれが、いわゆる規
範となっているようです。最終的には「小学生夏休
みイベント ミニ四駆体験教室」
（保護者同伴）と
して参加募集しました。ご承知のように、社会環境
が加速度的に変化していくなかにあり、このよう
に、今後、色々な場面やシーンにおいても、従来の
認識とは異なることが出てくる、既に多くのこと
が変わってきていることに、改めて認識した次第
です。以上、会長の時間といたします。

●幹事報告

幹事

下田

徳彦

◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナー事務所より
・7 月クラブ増強報告書
◎ロータリー日本 100 年史編纂委
員会より
・ロータリー日本 100 年の歩み
・ロータリー日本思想の潮流
・100 人のロータリアン ロータリーの本棚
・年表・資料
〇ロータリー日本財団より
・確定申告用寄付金領収証について
〇ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 257
〇高山ロータリークラブより
・高山 5 クラブ＆国際ソロプチミスト高山
親善ゴルフコンペのご案内
日時：9 月 26 日（日）12：36 スタート
会場：飛騨高山カントリークラブ
会費：8,000 円
・濃飛グループ IM 開催について
日時：10 月 24 日（日）10：30～15：00
会場：ホテルアソシア高山リゾート
登録料：10,000 円(全員登録)
・高山３RC 合同ガバナー公式訪問例会中止の
お知らせ
〇岐阜南ロータリークラブより
・第 44 回インターアクト年次大会参加のお礼
＜会報＞・下呂ＲＣ＜活動計画書＞・美濃加茂ＲＣ

●入会式
氏
名 水口 邦博
生年月日 1975 年 8 月 2 日生
会
社 (株)BaQuun.ＴＶ 代表取締役

新会員の紹介

推薦者

岩本

正樹

皆さんこんにちは。今回、田中さんと私とで水口さ
んを推薦させていただきましたので、私の方から
水口邦博（くにひろ）さんの紹介をさせて頂きます。
生年月日は 1975 年（昭和 50 年）8 月 2 日の 46 歳、
血液型は B 型、奥さんとお子さん 2 人の 4 人家族
と伺っております。(株)バキューン TV の代表取締
役でイベントのプロデュースや動画の作成などを
手掛ける会社を経営しておられます。先般の地区
大会において井ノ下さんから水口さんを紹介して
いただき大会運営には中核として手伝って頂いた
おかげでとてもスムーズに大会運営をすることが
できました。その縁あって入会をお願いしました
らこころよく承諾していただけました。今後も彼
は IT、イベント関係には本当に頼れる仲間になる
と確信しております。以上で紹介とさせていただ
きます。

新会員挨拶

水口

邦博

本日よりこちらへ入会さ
せていただきます、水口で
ございます。先般、開催さ
れました地区大会にて、舞
台製作・映像制作業務とい
った仕事でのご縁をきっ
かけに、この会でお世話に
なる事となりました。私の
紹介者となってくださいました岩本様、田中様に
おかれましては、入会に際してご尽力いただきま
して、誠にありがとうございました。話は少し戻り
ますが、地区大会の映像編集作業を行っておりま
すと、剱田さんのガバナー挨拶をはじめ、RI 会長
代理アドレス、基調講演などを数十回と拝聴する
事となり、入会前にロータリアンのイムズを非常
に深く学ぶ機会を頂きました。そんな中で、今の私
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にピッタリなお言葉がございました。
「入会当初か
らのロータリアンはいない。ロータリアンは例会
をはじめとするロータリーの活動によってつくら
れていくものです。」正しく私はまだ、ロータリア
ンとは呼べない新入会員です。これから多くを学
ばせていただき少しでも皆様の様なロータリアン
に近づけるよう、邁進してまいります。どうぞ皆様、
何卒宜しくお願い致します。

●ガバナー補佐訪問
濃飛グループガバナー補佐

住

宏夫様

こんにちは、
町ではお会いして
いますが朝日町では会えなく
なり寂しい日々が続いていま
す。二回目のガバナー補佐訪問
となりました。高山 3 ロータリ
ー合同のガバナー公式訪問で
すが、コロナ禍のため中止とな
りました。緊急事態宣言が出ている関係で、三重県
から岐阜県に来るという県をまたぐ移動ができな
いということで中止となりました。その代わりと
言っては何ですが、ガバナーからのメッセージビ
デオが 30 日に届きますので、これを見てガバナー
の意向を感じていただければと思います。そのあ
と、IM があるのですが今回は大々的にやりたいと
言っていましたが、どうなるかわからない状態な
ので、もうしばらく様子を見てから決めようと思
います。基調講演は剱田さんにお願いすることに
なっていますので、開催となりましたら中央ロー
タリーの皆さんは全員参加でお願いします。この
後クラブアッセンブリーがありますので担当の方
はよろしくお願いします。

る事業となっています。昨年度と本年度について
は、新型コロナウィルス感染症拡大の為、やむを得
ず親子体験学習は行うことが出来ませんでした。
そこで、
「ものづくり」の面白さを伝えられる青少
年育成事業を継承し、さらにコロナ感染防止対策
に向けた「社会貢献」の観点と「地域経済の発展」
につながる事業として今回の事業を実施しました。
そこで当該事業で長年付き合いがある高山工業高
等学校へ「レーザーカッター」を寄贈し、レーザー
カッターを用いて「コロナ感染防止対策看板」を作
成し、高山市小中学校 31 校へ贈る事にしました。
今回の事業を通じて、今後コロナ収束後には出前
講座やものづくり体験事業にも活用して頂きたく
思います。レーザーカッターの活用方法は幅広く・
レーザー出力の高低により、木材からアクリル板
等の材質が違う表面に印字・彫刻・写真印刷等様々
な作品を作成することができます。今後ＩＣＴ教
育によるオンライン交流やリモート制作への可能
性もあり、大変期待するところであります。

●奉仕プロジェクト委員会

委員長

田中

雅昭

本日は、
岐阜県立高山工業高等
学校校長 村田和宏様、高山工
業高等学校建築インテリア科
学科主任 梶井真也様、高山市
教育委員会 教育長 中野谷康
司様には、大変お忙しい中お越
しいただき誠にありがとうご
ざいます。2021-22 年度ロータリー財団地区補助金
事業として「コロナ感染防止呼び掛け看板を作成
し高山市小中学校へ看板を寄贈」する目的で、事業
を行いました。当クラブでは、これまで特に青少年
育成事業に力を入れ、高山市内中学校にて「出前講
座」を始め、高山工業高校の先生と生徒さんに協力
を得て、小学生との交流事業を継続的に行ってい
ます。数年来にわたり夏休みに親子体験学習を行
っており、地元の伝統技術である「木工」の様々な
技法を学びながら「ものづくり」の面白さを体験し、
クラブ会員との交流をも深め、毎年好評を得てい

贈呈先 岐阜県高山工業高等学校様へ
「レーザーカッター」 １式
寄贈先 高山市教育委員会様へ
「コロナ感染防止対策呼び掛け看板」 31 枚
＊看板には「君の名は。
」で取り上げられた組紐を
装着し、シトラスリボンを取り付けました。
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●贈呈式

高山工業高校

校長 あいさつ
村田

高山市教育委員会 教育長

あいさつ

中野谷 康司 様
日頃から教育に対しての
ご支援をいただきありが
とうございます。昨年い
ただいたタブレットにつ
いても一緒にお礼を申し
上げます。ロータリーの
皆様にはキャリア教育で
各学校を回っていただい
ておりますが、今回の件につきまして高校生と小
中学生がこの看板を見るたび作ってくれた高校生
を思うことで絆ができる。このことからコロナに
対する対応もしっかりとやっていけると考えます。
昨年タブレット 11 台をであい塾に贈呈いただきあ
りがとうございます。であい塾を利用する子供た
ちの声をお伝えしましたが、この中で、タブレット
のおかげで成績が上がったと喜んでいる子供がい
ます。不登校の子供たちが成績が上がったと喜ぶ
ということは、とても重要でとても嬉しいことで
す。このタブレットによって、学校とであい塾で話
し合い授業の打ち合わせをすることもあります。
小学生がインターネットで調べ物をするのですが、
それぞれの個人にあった調べ方ができるようにな
りました。また、タブレットの中のアプリを使って
それぞれの学年ごとにあった勉強ができるように
なりました。これからも、よろしくお願いします。
本日はありがとうございました。

和宏

様

日頃、学校教育にご支
援いただきありがとう
ございます。毎年の親
子体験教室での生徒た
ちの経験についてもあ
りがたいと思っていま
す。この度は、レーザー
カッターを贈呈いただき大変ありがたく思います。
当校は飛騨で唯一の工業高校で、モノづくりので
きる人材の育成を目指しています。いただきまし
たレーザーカッターは、この度だけでなく来年以
降も様々なことでの活躍してくれる場ができたこ
とと思います。今後とも、ご支援賜りますことをお
願いして、挨拶とさせていただきます。

高山市教育研究所
～～「であい塾」からのお礼のお手紙～～
先日はたくさんのタブレットを寄贈いただき、あ
りがとうございました。多くのタブレットをいた
だき全員が利用することができるということで子
どもたちは大喜び、日々活用させていただいてい
ます。また、学校へは行き辛い子供たちも、タブレ
ットを使っての懇談や学習には抵抗なく取り組む
ことができ、ZOOM で学校の先生と交流したり、学
習をしたりしています。タブレットは子どもたち
の世界を広げるとともに、学校と子どもたちとの
距離を縮めてくれました。本当にありがとうござ
います。ほんの一部ですが、子どもたちの感想をお
伝えします。
☆社会の学習では、実際に行くことができない場
所（自動車工場、リサイクルセンター、下水道セ
ンター、外国の人々の生活の様子・・・）をすぐ
に調べることができるので、とっても分かりや
すく楽しいです。
☆理科の学習では、であい塾で出来ない実験や
植物の生長の様子を動画でみることができ、前
よりも勉強が分かりやすくなりました。
☆自由活動で魚とりの仕掛けを作ったり、ポプリ
を作ったりする際に、やり方がわからなくても
すぐに調べることができるので、いろいろな活
動ができるようになりました。
☆学校には入り辛いけど ZOOM だと学校の先生たち
とも話しやすいので、うれしいです。
☆家にいても、であい塾の先生と学習ができて、テ
ストでもいい点数をとることができてうれしか
ったです。
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＜ニコニコＢＯＸ＞
2 日目の訪問です。よろしくお願い致します。
新型コロナウィルスで 2 回目のガバナー補佐訪問
がすべてできるか心配です。皆様、お身体には気
を付けて下さい。
ガバナー補佐 住 宏夫様

濃飛グループガバナー補佐 住宏夫様、本日はご
苦労様です。頑張ってください。新会員の水口邦博
さん気楽な気持ちで出席して頂き、ロータリー活
動に参加して下さい。
松之木 映一

国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー
補佐 住宏夫様のご来訪を歓迎いたします。後ほ
どはよろしくお願い致します。 理事役員一同

水口君の入会を祝って。

水口邦博様、ご入会おめでとうございます。会員一
同心よりお祝い申し上げます。中野谷教育長、高山
工業高等学校、村田校長、梶井先生、本日はお忙し
い中ご来訪頂きありがとうございます。後ほどは
よろしくお願い致します。
理事役員一同

本日は、高山市教育委員会教育長 中野谷康司様、
高山工業高等学校校長 村田和宏様、建築インテ
リア科学科主任 梶井真也様にはご来訪ありがと
うございます。後ほどはよろしくお願い致します。
水口邦博さん、入会おめでとうございます。益々の
ご活躍をお祈り申し上げます。気長にやりましょ
う。
田中 雅昭

住宏夫 AG、本日はご苦労様です。今後ともご指導
よろしくお願いします。IM 実行出来ることをお祈
りします。
平林 英一

公太郎

8/14 の大雨で萩原花池の国道 41 号線が全面通行
止めになりましたが、8/22 より片側交互通行にな
りました。工事を 24 時間行って頂きありがとうご
ざいました。また、ガソリンスタンドも通行する車
が増加し少し安心しましたので。 岡﨑 壮男

天候不順で体調が悪いです。今後の例会もコロナ
次第ですね。安定した日常になりますようにニコ
ニコへ。
足立 常孝

コロナワクチン接種しても 100％安全ではありま
せん。コロナワクチン抗体が 4000 以下の人は重症
化しませんが感染する可能性があります。私は一
万以上あるので朝日街も行きますが、皆さんご注
意ください。自分のコロナワクチンの抗体がどの
くらいあるのか調べることをお勧めします。
周
信夫

コロナ禍で気を付けていますが感染者が増えてい
ます。皆様もくれぐれも注意をして下さい。
伊藤 正隆

水口邦博さんの入会を歓迎いたします。
岩本

二木

正樹

