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●点 鐘 
●ロータリーソング    われらの生業 
●四つのテスト 
●ビジター・ゲストの紹介 
 公益社団法人 
 シャンティ国際ボランティア会 
 広報・リレーションズ課 課長代理  
            平島 容子 様  
●会長の時間       会長 中田 学 
こんにちは！会長の

時間です。今朝の中日

新聞にも記事が載っ

ていましたが、先週の

土曜日、高山市図書

館・煥章館で、地区補

助金を活用した事業

をさせていただきま

した。コロナ禍ということで、ご案内も控えめにさ

せていただきましたが、当日は２０名の親子にお

越しいただきました。どのような事業だったかに

ついては、本日の例会プログラムで説明させてい

ただきます。山本理事、シャンティの平島様、一昨

日に引き続き、よろしくお願いします。コロナ禍で、

夏のイベントがなく、親子で外にでて、一緒に何か、

活動に取り組むといった経験ができにくい状況で、

ひとつの夏の思い出を作っていただくことができ

たのかなぁと思いました。あと、図書館の方々との

やりとりのなかで、文字データを音声に変換して

くれる機器と車椅子が古くて壊れてしまっている

ということを伺ったので、予算でできる範囲での

対応として、現物を寄付させていただき、國島市長

から感謝状をいただきましたことをご報告いたし

ます。 

さて、昨日、高山市長選挙が告示され、久しぶり

に 4 名の候補者が立たれ、併せて、高山市議会議

員の補欠選挙の選挙戦も始まりました。いつもそ

う思っているのですが、何より大切なことは、何で

あれ、必ず投票するということだと思います。期日

前も含めて、２８日には投票へ行っていただきた

いと思います。そして、先日、高山青年会議所が、

市長への立候補者４名の公開討論会を開催しまし

た。4名の方々がそれぞれにこれからの高山市の在

り方、未来について話されました。たいへんいい機

会だったと思いました。正直なところ、4名の候補

者が何を思い、どうしていくということを知る機

会が余りないまま、一週間で、高山市の未来を託す

人を決めるという、かなりたいへんなことをしな

ければなりません。あらためて、4名の方々をお呼

びしてお話を伺いたいところではありますが、た

またまと言ったら大変失礼ですが、私たちの仲間

のメンバーに、益田大輔さんという候補者がいら

っしゃって、本日出席されていますので、せっかく

ですので、考えや想いを伺ってみたいと思ってい

ます。しかしながら、私自身、以前から、ロータリ

ーとか、公益な活動をしている団体に、特定の政治

や宗教を持ち込むのはどうかと、思っているので、

今回の、この件については、点鐘の後、例会終了後

に、お時間をいただくことでやらせていただきた

いと思います。急なことですし、皆さんには、それ

ぞれご都合があると思います。ご参加はご自由で

すので、そのようにお願いします。 

つながりに生かされている私たちが、地元高山の

将来を考える上で、ひとつの大切な事ではないか

と思っていますので、ご理解のほど、よろしくお願

いします。 

最後になりますが、高山市内、コロナの感染が、一

進一退を繰り返しています。一日 100 人超えが当

たり前、200人に迫る勢いです。底の抜けたバケツ

で水を汲まされている感じがしますが、ウイズコ

ロナに向けて、あらためて基本ルール、3密を避け

たり、マスクしたりして、ご注意ください。 

それでは本日もよろしくお願いします。 

◆会長  中田 学   ◆幹事  二木 公太郎   ◆会報委員長 西 美紀  ◆会報担当 足立 常孝 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1296 回 

53 名 53 名 38 名 ----- 71.70％ 

前々回 

1294 回 
54 名 54 名 39 名 2 名 75.93％ 
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イマジン ⇒ アクション  ～止まった時間を動かそう！～ 
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●幹事報告 

◎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 

 ・米山記念奨学生カウンセラー研修会・中間報告 

  会開催のご案内 

  日時：9月 4日（日）13：00～16：45 

  会場：安保ホール（名古屋市）       

 ・2023-24年度夏季派遣学生二次募集のご案内 

 ・7月クラブ増強報告書 

〇ロータリー日本財団より 

 ・確定申告用寄付領収書の送付 

〇ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 

〇濃飛グループガバナー補佐より 

 ・濃飛グループ IM開催のご案内 

  日時：10月 16日（日）10：00～15：00 

  会場：シティホテル美濃加茂 

  登録料：10,000円  

  講師：武田 邦彦氏 

〇高山ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  9月 22日（木）休会 定款により 

  9月 29日（木）⇒30日（金） 

  高山グリーンホテル 高山 3RC合同例会の為 

 ＜高山岊城ライオンズクラブより＞ 

  ・結成 50周年記念誌 

  ・「金森長近と飛騨の国」書物・結成 50周年 

      記念大会 DVD 

 ＜高山市生涯学習課長より＞  

  ・2022セイジ・オザワ松本フェスティバル 

   クリーンコンサートのご案内 

  日時：8月 26日（金）18：30～21：00 

  会場：高山市民文化会館小ホール 

 ＜活動計画書＞ 

  ・美濃加茂 RC 

 ＜会報＞ 

  ・高山 RC  ・下呂 RC 

 

 

 

 

 

 

 

＜前年度ニコニコ表彰＞ 

令和元年、2年とニコニコ表彰がありませんでした

ので、令和 3 年度は過去 3 年間の合計額で表彰さ

せて頂きます。 

    前年度ニコニコ委員長  平林 英一 

第 1位 剱田 廣喜 

第 2位 三枝 祥一 

第 3位 平林 英一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜会員誕生日＞ 

   高原 龍士   Ｓ４８年 ８月 ２日 

   水口 邦博   Ｓ５０年 ８月 ２日 

   岩垣津 亘   Ｓ２９年 ８月２６日 

   前越 路子        ８月２６日 

 

 ＜夫人誕生日＞ 

   今井 哲也  陽子    ８月１８日 

   長瀬栄二郎  まり子   ８月２８日 

 

 ＜結婚記念日＞ 

   島  良明   Ｓ５０年 ８月１５日   

 

 

 
＜8月のお祝い＞ 
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●奉仕プロジェクトグループ担当理事 
 山本 辰男 
  

 

 

 

 

 

（社） シャンティ国際ボランティア会 

広報・リレーションズ課 課長代行  

平島 容子 様 

シャンティ国際ボラン

ティア会の理念は「共

に生き、共に学ぶ」で

す。世界には、紛争や貧

困、自然災害などで教

育を受けられない人た

ちが沢山います。私たちは、厳しい環境の中でも安

心して学べる機会を作る活動を行っています。40

年以上、アジアの国々で教育文化支援活動を続け

てきました。「教育には人生を変える力がある」と

信じ、地域の文化や対話を大切にしながら、図書館

活動や学校建設、人材育成などを行なっています。

子供たちが安心して学べる環境を作るために、私

たちが目指すのは本に触れる文化つくりと教育の

質の向上です。そのために、①学ぶための本や教材 

②学びを届ける人 ③安心して学べる場所④学び

と出会うための活動が欠かせません。絵本を届け

る活動は、日本の絵本に、現地の言葉に翻訳したシ

ールを貼り、シャンティ国際ボランティア会が支

援するアジアの子供たちに届けています。この運

動は、1999 年に開始してから 2021 年で 22 年目を

迎えました。活動にご理解を頂きましてご支援・ご

協力を通して多くの皆様に活動を支えて頂いてい

ます。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

   

 

 平島容子様のご来訪を心より感謝いたします。

後ほどは卓話をよろしくお願いします。           

                理事役員一同 

 皆さん、久しぶりです。7月には、我が家で孫

2人がコロナに。その後嫁さんと大変な毎日で

した。現在はみんな元気です。早くコロナの収

束を願うばかりです。      平林 英一           

 益田先生、色々大変だと思いますが、がんばっ

てください。           周 信夫 

 益田大輔君、健康に気を付けて頑張って下さい。 

                松之木 映一                                    

 4年ぶりに暑い熱い一週間が始まりました。お

騒がせしますが最後まで頑張ります。ありがと

うございます。         益田 大輔    

本日、会議の為早退します。   西倉 良介 

 

 

 

 

〇益田清風高校インターアクトクラブ共同スポ

ンサークラブとして、下呂ＲＣの成瀬会長と共

に協力金を渡してきました。    2022.8.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコ BOX＞ 
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【地区補助金事業】 

プロジェクト名：「色んな言葉に触れてみよう。児童のために国際理解と福祉の学習事業支援」 

実施日時：2022年 8月 20日（土曜日）14：00～15：30 

実施場所：高山市図書館「煥章館」生涯学習ホール 

事業内容：（社）シャンティ国際ボランティア会の平島講師より、海外の子供たちの課題や現状をお話

し頂きその後、日本語の本に現地（カンボジア・ラオス・アフガニスタン）の言葉に翻訳

したシールを貼る作業を行いました。（参加者 20名） 

 支援学校など様々な声掛けをしたが、コロナの感染状況が著しく増えているために参加

を見送りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


