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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一
＜ソング＞ 奉仕の理想
＜ビジター＆ゲスト紹介＞
市川東 RC
中野 栄吉様・長島 洋三様・加藤 浩様
中川 実様・小林 康郎様・三浦 信夫様
林田 元宏様・山本 忠雄様・山下 清俊様
山根 徹様・阿多 真人様(夫人 さち子様)
計 12 名
＜会長の時間＞

三枝

祥一

本日は、千葉県市川市より 12 名の市川東ロータリークラ
ブの皆さんをお迎えしての例会です。

津田 久嗣

＜出席報告＞

高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488

◇例会場

「 ひとつの心で 」

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
771 回

47 名

41 名

34 名

−

82.93%

前々回
769 回

47 名

42 名

34 名

3名

88.10%

又、昨日は劔田さんのご子息の結婚式、立派な跡継ぎのご
結婚ということで、ますますロータリー活動にご活躍いた
だけると思います。
それでは、せっかくですので市川東ロータリークラブ会長
中野

栄吉様と名誉パストガバナー

長島

洋三様にご

挨拶をいただきます。

＜幹事報告＞

幹事

足立

常孝

◎ＲＩ本部より
・ロータリーアン誌
◎2008−2009 年度

由良久ガバナーより

・新会員スポンサーピン贈呈のご案内
◎ロータリー米山記念奨学会より

市川市といえば、千葉県でも東京都に隣接し、ディズニー

・ロータリー米山祈念奨学事業・豆辞典

ランドの浦安市のお隣の市で、人口は、472 千人、高山市

・事業紹介ＤＶＤ「すばらしい贈り物」

の 5 倍ほどの市です。

・クラブ米山記念奨学委員会の手引き

市川東ロータリークラブは、1968 年創立ですので、40 年

・2007 年度事業報告

を迎えられた大先輩のクラブです。

・統計・資料

昨日お見えになって、今日お帰りとのことですが、最後ま

・2007 年度決算報告

で飛騨の地をご堪能下さい。
又、大変おめでたいことですが、会員の平林英一さんが高
山市教育委員長にご就任されました。今、子ども達を取り

○岐阜県濃飛分区ガバナー補佐及び
ＩＭ実行委員長及び可児ホストクラブより
・ＩＭ参加の御礼
○高山西ロータリークラブより
・例会変更・休会のお知らせ
10 月 10（金）休会（定款により）
10 月 17 日（金）→16 日（木）
高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会
＜高山市民憲章推進協議会＞
・高山市民憲章推進協会文化講演会の開催のご案内
日時：10 月 27 日（月）
場所：高山市民文化会館

小ホール

巻く環境は大変複雑でもあり難しいことも多々あると思

演題：「ありのままを見つめよう」

います。ぜひ中村教育長と共に未来ある子どもたちのため

講師：ＮＨＫアナウンサー

にご尽力いただきたいと思います。

内多勝康様
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✤10 月 16 日（木）高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問
12：30〜

長島

洋三

名誉パストガバナー

アソシア

✤10 月 27 日（月）100%出席例会にご協力下さい。

皆さんこんにちは、私は国際ロータリー2790 地区

✤新会員の推薦のご案内をさせて頂きましたが、無事経過

〜1997 ガバナーの長島です。

1996

いたしましたので、今月 27 日から例会出席をして頂き

当時この地区では下呂の中川さんとご一緒させていただ

ます。よろしくお願い致します。

きました。そのご縁で毎年パストガバナーで旅行をしてお
りまして、下呂にも来た覚えがあります。その旅行はゆっ

＜ビジタースピーチ＞
市川東ロータリークラブ
中野

たりとしたスケジュールですが、今日はさんざん歩かされ
ました。

栄吉

会長

さて、2790 地区はディズニーランド・ディズニーシー・

市川東ロータリークラブ会長の中野です。本日は大勢で押

中山競馬場があります。

しかけましたが快く受け入れていただき感謝いたします。

そんな環境ですので、市川東ロータリークラブには競馬同

私どものクラブは「親睦なくして奉仕なし」をモットーに

好会があります。

しており、親睦には力を入れています。高山中央クラブに

会員数は私がガバナーの時は 4375 人でしたが、どんどん

御邪魔して感じましたのが、若くて明るいクラブだという

減り続けて今は 2900 を割り込んでいます。退会の理由を

事です。私達のクラブには無い魅力に感心いたしました。

調査いたしましたところ、第 1 位が物故会員や病気が原因
で高齢化の波が押し寄せています。第 2 位は不況で退会し
ています。
このように毎年 4〜5％が減っていて衰退期に入っている
と思います。
それに比べて高山中央ロータリークラブさんは、若々しい
し活気に溢れたクラブであると感じました。今後もお互い
にロータリーを衰退させないように頑張っていきましょ
う。

さて、市川東ロータリークラブでは年に 1 回、世界遺産を
廻り翌日は地元ロータリークラブの例会に参加するとい
う旅行を始めました。そして今回、白川郷を見学し高山中
央ロータリークラブに御邪魔しました。私は住宅の建築を
仕事にしておりまして高山にも数回来ております。5 年前
には飛騨倫理法人会のセミナーに講師として訪問させて
頂きました。その当時こちらのクラブの島さんが飛騨倫理
法人会の会長で、セミナーの終わった後キタニさんの夢工
場や平湯温泉に連れて行っていただき、大変御もてなしを
いただいた記憶がございます。また本日は中村久子さんの
DVD を頂きまして恐縮しております。
高山中央ロータリークラブの皆さん、これをご縁によろし
くお願い致します。
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＜米山奨学委員会＞
米山奨学委員長

も非常にやりづらいと思いますが、先生との懇談会では親

平林

英一

や子供に対して本気で向かってくれと要望をしています。

皆さんこんにちは、市川東ロータリークラブの皆様ようこ

色々と視察に出かけますが、都会の学校の方が苦労してい

そおいで下さいました。ありがとうございます。

るようです。一例を挙げると、とにかく受験対策を一番に

本日は国際ロータリー第 2630 地区米山奨学委員長の青山

考えている小学校があり、辞書は付箋とアンダーラインで

弘様の卓話を予定しておりましたが、今朝

ぼろぼろの状態で勉強していました。しかし音楽などの、

青山様の奥様

から体調を崩され出席できないとの連絡をいただきまし

受験とは直接関係の無い科目は力が入っていない、そんな

たので、急きょ私の教育委員長就任の抱負をお話させてい

現状でした。とにかく一年間ロータリーも教育委員長も一

ただきます。

生懸命頑張ります。

3 年前に教育委員に任命されました。わたしは学校関係者
でもありませんし戸惑いもありましたが、当時の教育委員
長から「何を言い出すかわからない面はあるが、一旦受け
た事はしっかりやる人間なのでよろしくお願いします」と
みなさんに紹介されて教育委員のお仲間に入りました。学
校を廻っていると、自分が一人っ子でコンプレックスを持
っていた当時を思い出されました。今

先生もそれぞれ立

場があり本音が言いにくい環境にあるように思えます。そ
して昨今話題のモンスターペアレンツの存在もあり先生

＜ニコニコＢＯＸ＞
市川東 RC の皆様のご来訪を歓迎いたします。早退し

本日はお世話になります。
市川東 RC

中野

栄吉様

他 10 名様

ます。

溝際

清嗣

本日は、市川東 RC の皆様、ようこそおいで下さいまし

市川東 RC の皆様のご来訪を歓迎いたします。また、

た。ごゆっくり寛ぎくださいませ。

中野会長様には倫理でもお世話になりありがとうござ

理事役員一同

います。

永家

将嗣

長男の結婚式には、大変お世話になりました。また、
平林さん教育委員長就任おめでとうございます。次はよ

市川東 RC の皆様ようこそおいでくださいました。劔

ろしくお願い致します。

田さん、結婚式誠におめでとうございました。皆には

劔田

広喜

内緒の話ですが、バナナダイエット 2 週間目で 3kg マ
市川東 RC の皆様、高山へ来て下さいましてありがとう

イナスでニンマリしていますが、バナナが品切れで困

ございます。また、会長の中野栄吉様には、倫理法人会

っています。永井さん・溝際さん

の講師として以前高山まで来て頂き、ご指導下さいまし

いて下さい。皆に話すとまた品切れ！内緒ですよ。

て本当にありがとうございました。

島

良明

いっぱい仕入れと
大保木

正博

今月は米山月間ですので寄付をお願いします。本日は、

先日の劔田さんご長男のゴージャスな結婚式では、お

地区の青山米山奨学委員長の卓話を予定していました

嫁さんの元職場のキャビンアテンダントの方々がたく

が、急病で来られなくなりました。残念です。先日の、

さん出席され目の保養をさせて頂きました。また私事

劔田さんのご子息豊さんの結婚式おめでとうございま

ですが、先週長男の嫁が東京のチーフデザイナーの職

した。豊さんは、お母さん似で、しっかり者なので立派

を辞めて高山に帰ってきました。長男夫婦も落ち着い

な後継者となられることでしょう。

て高山の地で家業を手伝ってくれることになりました。

平林

英一

新宮

一郎

市川東 RC のメンバー様ようこそおいで下さいました。
一昨日、劔田家結婚披露宴に余興演奏させて頂きまし

本日、研修のためアメリカへ行っていた娘が帰って来

た。バンドメンバーの皆さんご苦労様でした。劔田さ

る為、中部国際空港まで迎えに行ってきます。お休み

ん・感謝申し上げます。

させて頂きます。

市川東 RC の皆様

橋本

修

高山へようこそ！歓迎申し上げま

す。今週は、桜山八幡宮の秋祭りです。7 日の試楽祭
に始まり 9 日 10 日は祭りが斎行されます。多くの観光
客が来てくれる事を期待します。

松之木

映一

坂之上

健一

