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平林 英一
奉仕の理想

リーダーシップをとるには、思いやりと優しさを大切に、
人を育て、
「感謝と謙虚」
「人として生きること」を大事に
したいと思います。

＜会長の時間＞

平林

＜幹事報告＞

会長

英一

会長になってから、なんでこんなに忙しく感じるのかとい
う毎日です。
ロータリー会長は大変な役であると本当に思います。
今日は、プログラムが、いっぱいです。大変うれしい日で
もあります。幹事報告の後、新しい会員の入会があります。
新しい仲間ができること本当に幸せなことです。
総会もあります。ご協力のほどよろしくお願いします。
そして、皆さんのご理解と協力を得まして、出前講座「夢
を語り合う」で白川中学校に、１時からバスで出発します。
社会奉仕委員長下田さんには、大変お世話をかけます。
中学生と我々職業人とが語り合う。お互いとても素晴らし
い時間になるのだと思います。
我々自身今までに親子で仕事のこと人生のこと語り合っ
たことがある方、どれだけ見えるでしょうか。今日の白川
中学校の子供たちとのことを家族の方に伝えてあげても
良いのではと、思います。
親子で新しい発見があるかもしれません。そして、親が子
に対して、そして、妻に対しても、どれだけ素直に謙虚に
話ができるのか、考えてみるのも良いかと思います。
なぜ、そう考えたのかと申しますと、松本前復興大臣の宮
城県、岩手県知事との会談での発言と態度で「うそ、ほん
とに」と、あきれてしまったからです。
誰もが失礼な横暴な常識のない人だと思ったことでしょ
う。本当は親分肌で面倒見のいい人のようにも映りますが、
残念に思いました。
でも、我々自身も知らないうちにどこかそのような態度や
発言をしているときがあるかもしれないということです。
人のことは気が付くけれど自分自身のことは気が付かな
いものです。
思い出したのです。親子喧嘩の時、私の子供に言われたこ
とがあります。
「おとうさんは、上から人を見ている」と、
私が一番嫌う言葉なのですが、子供に対してだけでなく、
仕事においても、そのように映っているかと思うと悲しか
ったです。
私自身そのつもりがなくても、相手には事実そのようなこ
とがあるのかもしれません。
反省、反省、ロータリー活動に、仕事においても価値ある

幹事

新宮 一郎

◎ＲＩ本部より
・ロータリーアン誌
◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務局より
・バギオだより
○高山西ロータリークラブより
例会変更のお知らせ
・8 月 12 日（金）→9 日（火）9：00～
理由：インターアクト次年大会のため
場所：飛騨世界生活文化センター
・8 月 19 日（金）
理由：納涼ゆかた例会のため
場所：洲さき
＜ぎふ清流国体高山実行委員会より＞
・ぎふ清流国体アーチェリー協議リハーサル大会
第 59 回全日本実業団アーチェリー大会役員就任に
ついて
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・平成 23 年度少年野外活動の実施について
＜特定非営利活動法人ソムニードより＞
・
「認定ＮＰＯ法人」認定のお知らせ
＜ＮＰＯ法人岐阜ダルクより＞
・薬物乱用防止フォーラム開催のお知らせ
7 月 30 日（土）１３：００～１６：３０
場所：高山市民文化会館小ホール
講師：水谷 修 氏 ＆ 外山 憲治 氏

＜入会セレモニー＞
新会員の紹介
高殿 尚 さん
Ｓ38 年 1 月 23 日生まれ
高殿商店
職業分類
食品製造業
推薦者
島 良明
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前年度会計報告

前年度会計

剱田 廣喜

若者の県外への流出を防ぎ、人としての財産が残せる
興味のある職種への関心が高まる
【事業内容】
中学生と職業人の関係を「夢」の共通キーワードで築いて
いく。生徒が抱える将来への悩みや不安を聞き出し、質
問・疑問に対してアドバイスをする。ロータリーメンバー
のそれぞれが携わる仕事の具体的な内容、働く事の喜びや
大切さを伝えていくとともに、無限の可能性を持つ子供た
ちが将来の夢を持ち、自分の道は自分で切り拓ける事を伝
えていく。
「夢」についてお互い本音で語り合い、地域を
巻き込んだキャリア教育の一端を担う場とする。

監査報告

前年度会計監査

仲谷

会計就任あいさつ及び今年度予算報告
会計
谷口

政美

欣也

今年度会計を務めさせていただきます谷口です。
どうぞよろしくお願いいたします。
このような大役を仰せつかり身の引き締まる思いでいま
す。
仕事の内容は私同様大変地味で、私が会計という事もすぐ
に忘れられてしまう事と思いますが、出金内容の確認など、
仕事をためる事無く、きっちりとこなしていきたいと思い
ます。
皆様におかれましては、年会費等は期限内にお振り込みい
ただきますようご協力のほどよろしくお願い申し上げま
す。
一年間、裏方として頑張って参りますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

スケジュール
全体 120 分
１４：００
①会長挨拶
5分
（平林英一）
②全体講演「夢と志事」
25 分
（島良明）
③分科会
夢を語り合う
60 分
職種別に集まった生徒が１グループ６，７名に
分かれる。
ロータリークラブメンバーは各グループの司会
進行をする。
④グループ発表
20 分 （生徒）
１５：５０
⑤まとめ・総評
10 分 （下田徳彦）
１６：００
⑥終了

平林会長
＜本日のプログラム＞
社会奉仕委員会

下田

あいさつ

委員長

白川村立白川中学校、全校生徒 ６５名を対象に「出前講
座」を行います。
目的は、中学生が「夢」を持ち、将来どんな仕事に就いて
何をやるのか？明確な目標を持つ生徒は少ないと思いま
す。職業奉仕を目的とするロータリークラブメンバーとの
交流（職業人と生徒の交流）を通して将来の夢や不安を聞
き、自分が社会とどんな形で関わっていき、仕事の中での
自分の役割と使命を認識してもらうきっかけづくりです。
【期待される効果】
進路について生徒や保護者の悩みが軽減できる
地元への愛着心、就職率が向上する
継続事業として行なうことで、成果が判る
生徒の希望や、生の声が聞け、今後の課題も見えてくる

『夢と仕事』

島 良明
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全 体 講 話

分科会『夢を語り合う』

生徒代表

あいさつ

＜ニコニコＢＯＸ＞
当日、ニコニコの方法がわからなかっので、送らせて頂き
ました。大変、有意義な例会に参加させて頂きまして誠に
ありがとうございました。また、参加させて下さい。
三木ＲＣ 金 華洙 様
新会員、高殿尚さん入会おめでとうございます。末永くよ
ろしくお願い致します。本日、白川村に行かれる皆様、よ
ろしくお願い致します。
理事・役員一同
本日は、大変忙しい例会日です。幸せを感じる日ですから、
お許し下さい。前例会に続いて、今日は、高殿さんの入会
セレモニーがあります。本当に、当クラブはすごいクラブ
です。また、本日、白川村に行って下さる会員の皆様、感
謝・感謝です。よろしくお願いします。
平林 英一
高殿 尚さんの入会を心より歓迎致します。高山中央ロー
タリークラブの一員として大いに活躍して下さい。
島
良明

新会員 高殿尚さん ようこそ高山中央ＲＣへ。怖い先輩
はいませんので、気楽に出席して下さい。 松之木 映一
新会員の、黒地さん・高殿さん、よろしくお願いします。
周 信夫
高殿さん、ご入会歓迎申し上げます。仲良くして下さい。
新井 信秀
先日のゴルフコンペ、急に行けなくて誠にすいませんでし
た。しかも、参加賞まで頂き、すいませんでした。ありが
とうございました。
永田 富次
7/14 ＰＭ７：００から古川町公民館にて、インターネッ
トを活用した販路開発セミナーにて、長男が楽天出店店舗
事例発表をしますのでニコニコへ。
新宮 一郎

