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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ それでこそロータリー 
 

＜本日のゲスト＞ 

高山市教育長     中村 健史 様 
 

 

＜会長の時間＞     会長 橋本 修 
 

連日甲子園では、熱い戦いが続いております。又一方では、

問題発言という取り上げ方から一人の監督の首が飛びま

した。ある意味皇室に優とも劣らぬ権威を持っているのが、

高野連、日本高等学校野球連盟と言う所です。甲子園出場

が決定しますと、連盟から学校へ「出場校への注意事項」

というもが届きます。私は瑞浪市にあります中京高校の野

球部後援会飛騨地区の会長と言う役の中で色々と感じた

事、又、裏情報注意事項などをお話させていただきます。 

まずは入場券についてですが、応援団用の入場券（アルプ

ス席といいますが）は責任教師が買います。350 枚（1 枚

4000 円）ですから 140 万になります。発売後はキャンセ

ル出来ません。マトメ買いですので余る事があります。 

又、残った場合、球状周辺で一般客に売らないでください。

取締りを受ける事がありますと、その他、来阪後の練習に

ついて、参加人数は、指導者を含め 35 人と決まっていま

す。（せっかくなので、補欠の選手全員グラウンドに立た

せようとしても人数が決まっていますし、バスは各校 1

台となっています。又別に道路通行証も発行されます） 

寄付金募集についても、むやみに多額の募集を集めること

は慎んでくださいと釘を指しています。宿舎生活について

は「質素で高校生らしい宿舎生活」という基本姿勢を守る

ために一泊二食（税・サービス込み）8,500 円、昼食は 1,000

円程度として下さい。予算があるからと言って、個室の高

級ホテルには泊まるなという事です。 

食事の内容まで通達があり必要以上の贅沢は慎むよう心

がけてほしい。差し入れについては、持ち込まれる方の好

意を無にすることはできませんので、事前に事情を関係者

によく理解して頂く事も大切ですなど、細かく書いてあり

ます。 

その他、セルフサービスの徹底、面会時間、健康管理と衛

生などですが、選手以外には壮行会、優勝祝賀行事の自粛

についてとか応援についての注意、主催者側からは父兄 2

名（監督と部長）選手 18 名計 20 名に対して一人 7,500

円が滞在費として支払われます。今回の選抜は 2日続けて

雨で中止になりましたから、1 チーム 15 万、何チームも

残っていますから、延期しますとかなりの出費となります。 

ここで別紙の予算をかいつまんで説明します。いずれにし

ても、高山中央の 2年間の予算を試合時間 2時間半程度の

ゲームに必要かと････皆様どう思われますでしょうか。文

部科学省の管轄での高校野球、このマンモスゲームの一方

の主催者、毎日新聞社と朝日新聞社つまりは“ペンの力”

を改めて感じさせていただきました。 

さて本日は教育長にお越しいただいております。“学校教

育”について興味ある記事が載っておりますので、読みま

して会長の時間とさせていただきます。 

 

 

＜幹事報告＞     幹事 岩垣津 亘 
 

◎ＲＩ本部より 

・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 

・「ハイチ地震災害義援金」のお礼と報告 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当  山本 辰男 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

832 回
49 名 46 名 41 名 － 89.13%

前々回

830 回
49 名 46 名 39 名 6 名 97.83%

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  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  http://www.takayamacrc.jp/ 
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2009～2010 年度 高山中央 RC 会長テーマ 「 聞・思・修 」 

＜出席報告＞ 
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・ロータリーレートのお知らせ 4 月 1日から１＄＝90 

◎米山梅吉記念館より 

・米山梅吉記念館春季例祭のお知らせ 

日時：4月 29 日（木・祝）１４：００～ 

場所：米山梅吉記念館ホール 

・米山梅吉記念館 館報１５ 

○国際ロータリー第２６３０地区 ガバナー補佐より 

・ガバナー補佐最終訪問のお知らせ 

訪問日：5月 31 日（月） 

＜高山デンバー友好協会より＞ 

・高山市デンバー市姉妹都市提携 50 周年記念式典等の

開催のご案内 

   日時：4月 14 日（水）１４：３０～ 

場所：高山市役所地下大会議室 

＜高山市民憲章推進協議会より＞ 

・高山市民憲章推進協議会 

平成 22 年度代表者報告および 

被表彰者の推薦のお願い 

＜ぎふ清流国体高山実行委員会より＞ 

・第２回総会のご案内  

日時：４月２６日（月）１４：３０～１５：３０ 

場所：高山市役所地下市民ホール 

 

＜本日のプログラム＞ 

社会奉仕委員会   永井 委員長 

 

テーマ「学校教育と社会のあり方」 

高山市教育長 中村 健史 様 
 

結論から言うと、私の思いは「高山市を教育日本一にしな

ければならない」という事であります。 

教育日本一とは、子供の教育、又は学校教育と置き換えて

も良いですが、教育として目指す所を高山市民全てが共有

して子供に語れる高山市！私の中では、これが教育日本一

だと考えています。手始めとして、共有していきたいのは、

高山市民憲章の最後に出てくる「子供を愛し、健やかに育

て、夢と誇りを持たせましょう」であります。 

高山市民が、自分に子供がいる、いないに関わらず、子供

に夢と誇りを語り、自分の姿を見せてくださる、そんな高

山市になれば、それで最低でも日本一になりうると思って

おります。特に市民憲章で言うと、その下に三項目があり

ます。 

「子供の将来を良く考えて、幼い時からしっかり家庭のし

つけをする」「子供会の活動を見守り、子供の自主性を正

しく育てる」「子供は社会の子、良い環境を与え、皆の温

かい心で導く」この三つのことを大きく括って、「子供を

愛し、健やかに育て、夢と誇りを持たせましょう」と言う

言葉であります。 

又、教育の環境も国をはじめとして大きく変わりはじめま

した。戦後６０年ぶりに教育基本法が改定されました。１

つは学校教育法です。又、１つは地方教育行法です。この

中に教育委員会制度・教育委員会という仕組みについても

述べられています。もう１つは教職員免許法及び教育公務

員特例法という法律です。又、学力テストが全国一斉方式

から抽出方式となります。教育委員会の仕組みですと、教

育長の権限が相当少なくなっています。 

又、学校活動評価については、全部の学校がホームページ

を立ち上げ公開しているので、是非見てください。高山市

３１校で３１校なりの表現をしています。 

教育委員会自体の点数評価も公開しています。これも高山

市のホームページで公開しております。一番大きく動いて

いるのが学習指導要領です。小学校は平成２３年度より変

わります。ゆとり教育からの転換として、時間数が増えて

います。理数系に力を入れる所が大きな改定となっていま

す。高山市としては３１小中学校のうち２つの小学校と１

つの中学校が国からの研究指定校となっています。北小学

校は学力向上プラン、東山中学校が道徳教育についての研

究をやっています。その中で、東山中学校の特別支援教育

とは、特別に支援の必要な子供を全職員である特定の学級

に席を置くけども、そこだけで行う教育ではなく、全職員

でどう支援するかという教育であります。電機メーカー

「オムロン」の立石相談役が、日経新聞で「教育とは非常

に難しく、大きな問題で、どこから手をつけたら良いかわ
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からない。しかし、日本の様に資源もなく少子高齢化が進

んだ社会は、個人がパワーアップし、技能や知識を高めて

いくしかない。それには教育が重要だ。まずは社会全体が

出来ることから始めよう！企業もその社員も、家庭に帰れ

ば社会の役割を果たす必要がある」と言っておられました。

つまり基本的に人は皆、だれかかれかの助けや、あるいは、

だれかをお助けし、支え合って生きて行かなければならな

い。高山市の学校も多くの人に支えられています。たくさ

んの方々が奉仕などで、児童の活動に入ってもらったり、

地域で見守って声を掛けてもらっていたりします。すると、

子供も大人を見る目が変わって来て、素敵なおじいちゃん、

おばあちゃんに写ってくると思います。ここに穏やかに育

ち、夢と誇りを持つ基があると思います。この思いを多く

の市民の人々と共有することが出来て行けば、私の願って

いる“教育日本一となる”と思いますので、よろしくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

本日の講師 高山市教育長の中村健史様のご来訪を歓迎

申し上げます。卓話を楽しみにしています。宜しくお願い

します。 

理事役員一同 

 

中村先生には、年度末のご多忙の所お越し頂きありがとう

ございます。卓話を宜しくお願い致します。 

橋本 修 

 

中村教育長様の日頃のご活躍に敬意を表しニコニコへ。ま

た、長男夫婦孫との新生活が始められること・・良いのか？

悪いのか？感謝して。 

針山順一朗 

 

中村教育長様 本日はお忙しい中、当クラブの為の講話宜

しくお願いします。教育委員会では大変お世話になりまし

た。たくさんの教育関係に関る方の強い教育に対する思い

を教えて貰い、ありがとうございました。 

平林 英一 

 

3 月 24 日(水）めざましテレビ『ここ調』のコーナーで全

国放送デビューしました。ケイちゃんと漬物ステーキの作

り方と食べる撮影でしたが、映ったのはたった１秒でした。 

島  良明 

 

一昨日、娘が高山ミニハンドボールクラブを卒業しました。

式での挨拶では、涙をこらえることが出来ませんでした。

また、全国大会出場の折りには、ご支援を頂きありがとう

ございました。 

谷口 欣也 

 

 

 

 

 

 

 

50 歳の誕生日を、博多で楽しく過ごすことができました。

旅行を計画して下さった高木さんとご一緒して頂いた皆

さんに感謝してニコニコへ。 

岩本 正樹 

 

春の嵐の中、高山中央ＲＣの有志と博多へ行って無事に帰

りました。ロータリアンとして友好に努めてきました。博

多で久山カントリーでゴルフをして優勝しましたので、ニ

コニコに入れるトヨ。 

高木 純 

 

 

純ちゃん、博多旅行ありがとうございました。ロータリー

に入会して始めて楽しかったです。残りのチップをニコニ

コへ。                   周 信夫 

 

先日は、妻の誕生日にきれいな花を頂きありがとうござい

ました。感謝を込めてニコニコへ。 

永家 将嗣 

 

連休に高山中央ＲＣの友志親睦旅行に参加の皆さんご苦

労様でした。幹事の高木さんには、絵にも言われない宴席

を設営頂きありがとうございました。また、妻の誕生日と

結婚記念日の品をありがとうございました。 

三枝 祥一 

 


