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「心をつくし、力を合わせて」
◆会長

清水 幸平

◆幹事

大保木 正博

◆会報委員長

◆会報担当 松之木 映一

＜出席報告＞

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
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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平
＜ソング＞ それでこそロータリー
＜四つのテスト＞

本日は高山に在住の外国人の方のお話をきかせていた
だく機会をいただきました。楽しい例会になる事を期待し
ています。

＜本日のゲスト＞
英会話スクール Cas’
薬師寺執事長

＜幹事報告＞

エリック レイダ 様
村上 大胤 様

＜本日のビジター＞
高山ロータリークラブ
＜会長の時間＞

会長

住
清水

吉人 様

幸平

皆さまこんにちは。
いよいよ 6 月になり
ました。私の任期も
あと一カ月です。第
四コーナーを回って、
直線に入ったところ
でしょうか。これが
競馬なら今からが見
どころでしょうか。
これからの 4 回の例会は手綱をしっかり引き締めて、ゴー
ルに向かってしっかり走り切ろうと思っています。会員の
皆さまのご支援を最後まで宜しくお願いいたします。
本日は、国際奉仕委員会の担当例会です。国際奉仕とは、
他国の人々やその国の慣習、文化、問題点を認識して、国
際理解、親善、平和を推進するためにクラブが推進する活
動です。国際理解のためには海外のさまざまな情報を受け
入れることが必要だと思います。またロータリーの活動や
プロジェクトに積極的に参加し協力することが必要だと
思います。
しかし、平均的に日本人は語学とりわけ英語に対しコンプ
レックスがあります。私も外人に出会ってもどちらかと言
うと避けて通るようです。親しく話しかけようと思うので
すがどうも腰が引けます。
高山にもたくさんの海外からのお客さんが来られますし、
仕事の上で海外の人と接点のある会員もおられることで
しょう。日本の企業にも多くの外国人が就職してくるでし
ょうし、日本人も海外へ働きに行く機会も益々増えていく
ことなのでしょう。

幹事

大保木 正博

◎国際ロータリー第２６３０地区
ガバナーエレクト事務所より
・恒久基金寄付に関する変更事項のお知らせ
・ロータリー財団研修セミナー参加出席要請のご案内
日
時：7 月 9 日（土）10:30～16:30
会
場：岐阜都ホテル
出席要請者：会長/ロータリー財団委員長
登 録 料：7,000 円
・会員増強研修セミナー開催のお知らせ
日
時：7 月 31 日（日）12:30～16:30
会
場：岐阜都ホテル
出席要請者：会員拡大増強委員長
登 録 料：4,500 円
＜高山市より＞
・高山市・松本市姉妹都市提携 40 周年記念式典の報告
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・総会開催について
日時：6 月 6 日（月）19:30～
会場：高山市役所 地下大会議室

＜本日のプログラム＞
国際奉仕委員会
中田

専太郎

委員長

【外国人と地元の人を結びつける橋になる
エリックのアイデア】
エリック レイダ 様
・

・
・
・
・
・

外国人は一般の人の家に訪れる事が好きだから、
あちこちの一般庶民での家を利用して、誰でも行け
る庶民によるクラッシック音楽コンサート
庶民による水墨画や日本画などの展示に出品
街のあちこちで、庶民によるポップコンサート
ブルース／ジャズ／演歌／三味線／和太鼓など
茶道や生け花や日本料理を気軽に体験できる場所
高山で素晴らしい才能を持った人たちがもっと輝け
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る場所や機会の提供
（私の生徒の一人がＢＭＸという自転車モトクロス
競技アジア第５位ですが他の都市で開催される大会
ばかりに行き、高山でホストする事がない）
ウォーキングイベント
（例：２日間で 50~100ｋｍを歩く）
お寺や神社の本殿の一般開放日を作り、その説明を
聞く社会勉強
お寺巡りツアーで、坐禅も体験
子供やアーチストや大人たちが作る新しい
「屋台」大会
新潟の過疎化した地区でやっているが、廃墟になっ
た家や元学校等をアマチュアアーチストたちがアー
トをして蘇らせ、観光スポットにする
宮川の土堤で、フリーマーケットやアートフェステ
ィバル
家具会社を一斉に一般解放し、エコの為にシャトル
バスで巡る週末
山菜採りツアー（採ったら料理も学べる）
着物のファッションショー
高校の文化祭などのイベントにも外国人観光客も行
けるようにＰＲ
田植え体験ツアー
国際ドキュメンタリーフィルムフェスティバル
（プロの作品）
出初め式や節分祭など地元の文化／風習のイベント
の外国人観光客へのＰＲ
ストリートパフォーマンスがもっと簡単にできるよ
うな許可体制
絵本週末／マンガ週末
（著者やイラストレーターを招待したり即売したり）
エアギターコンテスト
切手収集者集会
写真の撮り方を学べる日（写真家と一緒に出掛ける）
モダンアートフェスティバル
（高山には伝統的なものしかないから新しい物で新
しい息を吹きいれる事が必要）

・
・
・

・
・

国際高山マラソン大会
ツール・ド・高山（高山自転車大会）
スノーボード体験ツアー
雪だるま祭
（雪をただ川に捨てるのではなく、町内対抗や一般
家庭対抗の雪だるま大会）
オンラインゲーム大会
絵馬体験 などなど

＜６月のお祝い＞
✿会員誕生日✿
田中 雅昭
谷腰 康夫
津田 久嗣

Ｓ２９年 ５月 ６日
Ｓ２４年 ５月２６日
Ｓ４１年 ５月２８日

✿夫人誕生日✿
高木

純

和代

６月 ２日

新宮 一郎

智子

６月１７日

周

真奈美 ６月２５日

信夫

✿結婚記念日✿
田中 雅昭

Ｓ５９年 ６月 ２日

中田 一男

Ｓ４７年 ６月 ３日

仲谷 政美

Ｓ４４年 ６月２６日

＜ニコニコＢＯＸ＞
地区大会では清水会長さんをはじめとして大変お世話に
なりありがとうございました。本当に久しぶりにお邪魔致
します。先日の 20 周年おめでとうございました。大変お
呼ばれをしてこれまたありがとうございました。
今日、薬師寺の村上大胤君をお連れしました。No2 ですの
でその内、管長さんでしょう。
よろしくお引き回しを・・
・。
高山ＲＣ 住 吉人 様
本日の講師 エリック レイダ様のご来訪を心から歓迎申
し上げます。本日はよろしくお願いします。薬師寺執事長
村上大胤様 高山ＲＣ 住会長様のご来訪を心から歓迎申
し上げます。
理事役員一同
本日のゲスト 村上大胤様 エリック レイダ様 ビジター
住吉人様のご来訪を歓迎申し上げます。
清水 幸平
薬師寺執事長であり ＪＣ時代に大変お世話になりました、
村上大胤様のご来訪を歓迎してニコニコへ。
伊藤 正隆
本日のゲスト 薬師寺執事長 村上大胤様 エリック レイ
ダ様 高山ＲＣ会長住様のご来訪を歓迎いたします。6/9
にリコー中部とタイアップしてカラー複合機・セキュリテ
ィカメラ・エコリカＬＥＤ蛍光灯などの展示をマウントエ
ース 2 階で開催しますので皆様よろしくお願いします。
松之木映一

現在試験的に運用している当クラブの Face book に奈良Ｒ
Ｃの菊風様（薬剤師）水戸ＲＣの磯野様（行政書士）篠山
ＲＣの園増亮介様 松戸東ＲＣの今井浩志様 のアクセス
があります。 Please write down message on Face book．
Especially young members. We will connect many worlds
Rotarian.
高木 純
前回は楽しい函館旅行 ありがとうございました。(涙)
周 信夫
先日の函館旅行、誠にありがとうございました。わざわざ
函館まで下見に行かれただけあって、充実した最高の函館
を味わうことが出来ました。帰りの函館から羽田はアント
ニオ猪木と同じ飛行機だったりして面白かったのですが、
これがサプライズの始まりと言うべきか、羽田から富山の
３回着陸失敗の羽田逆戻り、東京のホテルまで拾ったタク
シーの運転手がその日初乗りで悪戦苦闘、次の日ＪＲ高山
線の倒木でダイヤの大幅みだれ、車中で食べた駅弁のきゃ
らぶきに歯がぐらりでその後歯医者に直行。それでもどう
やらその日の総会にはなんとか間に合いました。なんと素
晴らしい数日間だったことか。
ありがとう。皆様。それに神様。
中田 專太郎
早退するご無礼をお許し下さい。

高原

清人

