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自由な時間・充実した余暇 45.2％。おこずかい関連 9.5％、
成績も 6 番目で 31.5％でした。
「より幸せになるために有効なことは何か」の設問では、

＜会長の時間＞

会長

平林

英一

（１）自分自身の努力 72.3％（2）友人や仲間との助け合
い 64.6％、
（３）家族との助け合い 39.6％、
の順位となり、

先週 OECD（経済協力機構）で国民生活の幸福度指標の最

自立と友人関係を重視していることがわかります。

新版が発表されました。

将来の幸福度予想は平均 7.6 で現在よりも幸せになれる

日本は 36 か国中 21 位（2011 年は 19 位）
「安全」
「教育」

と考える小中高生が多かった点は、少しは安心できます。

で最高水準、
「仕事と生活の調和」や、
「生活の満足度」な

一方最近内閣府の自殺対策意識調査の発表がありました。

どの評価が低かった。トップは昨年に続きオ－ストラリア

それによると本気で自殺を考えたことがあると答えた人

で、ノルウエ－、米国と続いた。

が 23％で、年齢別で 20 歳代が最も多く、就職活動でいい

日本の評価の低い「仕事と生活の調和」34 位は週に 50 時

結果が出せない原因から将来の生活不安を抱える人が多

間以上働く人が 29.5％以上に上ったこと、1 日の内余暇、

くなっていることが影響しているようです。自分自身の生

睡眠に充てる時間の割合が 60％と OECD の各国平均 64％を

きている存在感を見失い自己否定してしまうのでしょう。

下回ったことが響いた。

何とも悲しいことです。

「生活の満足度」
は国民が 10 段階で採点した平均値が 6.1

社会保障と税の一体改革で昨今消費税論議が言われてい

点と各国平均 6.7 点より低かった。

ますが、福祉の充実の前に若者の生きる充実、働かなけれ

2010 年世界 GDP（国内総生産）ランキングでは 1 位米国、

ばの存在感の充実を感じる社会にすることが今必要だと

2 位中国、3 位日本、オーストラリアは 15 位ではあります

思います。

が、経済の豊かさでは測れない価値観があることがわかり

そして若者が結婚をしない、子供を産まないなど未来への

ます。

夢・目標が持てない。

日本でも昨年幸福調査の研究発表があり、1 位福井、2 位

若者の生きがいを大事にするためにも強力な雇用対策、そ

富山、3 位石川、県別 GDP1 位東京、2 位大阪、3 位愛知と

して、少子化対策を早く打たないと日本はすべてが立ち上

は違う結果でした。幸福度最下位が、大阪府であることも

がれなくなるのではないか。

驚いたものです。治安や、働く環境、子育ての環境の良し

20 年後の日本はどこへ向かうのでしょうか。とても不安

悪しが影響していると言われています。

になります。

では、日本の子供たちの幸福度については、どうかと、ネ

私たちが今できることは、身近にいる自分の子供と社員、

ットで検索してみるとこんな調査がありました。

友人に対してだけであるのも何ともやるせない気持ちで

インターネットを使った学習サービス「すらら」を提供し

す。

ているすららネットが、同サービス利用者の小中高生男女

他力本願ではいけないけれど、若者に将来の夢を抱かせる

336 人を対象に行った幸福度調査です。

強い日本のリーダ－が早く現れてほしいものです。

この調査結果では、現在の幸福度を 10 段階で聞いたとこ
ろ、平均は、7.0。小学生 8.0。中学生 6.8。高校生 6.7

＜幹事報告＞

幹事

新宮

一郎

で、学年が上がることに幸福度は下がっています。
また、男女別では男子平均 7.0。女子平均 7.2 で、やや女
子の幸福度が高いようです。
幸福度に影響する要素。(1)友人関係 58％(2)健康 47％(3)

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・ロータリーレートのお知らせ
６月より１ドル=８０円
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・地区大会記録誌の送付
◎国際ロータリー第２６３０地区
ガバナーエレクト事務所より

自転車から自動車になり遠方まで販路を伸ばしましたが、

・2012～2013 年度地区大会事務所開設のお知らせ

国時代と言われました。それから上京しパン屋で 4 年の修

今度は大手メーカーが飛騨地方にも入り込みパン店が
徐々に消えて行きました。私が中学から高校時代がパン戦

〒501-0106 岐阜市西河渡 2 丁目 57 番地
（株）ユニオン ５階
TEL058-214-9222 FAX058-214-9221
E‐MAIL 1213taikai@rid2630.org
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・高山市青少年育成市民会議総会のご案内
日時：６月５日（火）１９：３０～
会場：高山市役所 地下大会議室
＜岐阜県環境生活部人権施策推進課より＞
・人権だよりＮｏ４９

業を重ね、親方から経営哲学も学び、高山に帰ってきまし

＜本日のプログラム＞

けに、全国大手スーパーやこだわり店から注文が入り売り

た。店も改造し順調に売り上げも伸びてきました。そして
結婚を機に家内は経理を私は商品開発と役割分担しまし
た。それから高山中央ＲＣに入会し、多くの経営者の方の
話しや 4 つのテストを自分なりに解釈し商売や従業員の
教育に多く役立ててきました。朝早くから従業員と一緒で
すので、クラブの例会出席は、適度の緊張と共有できる考
えのメンバーの中にいる私としては、人間形成の良い環境
であると思っています。今から 15 年程前、パン業界では
はじめて農林水産省から表彰を受けました。それをきっか
上げも増えてきました。先代から受け継いで 40 年、全速

ロータリー情報委員会

谷腰委員長

力で突っ走ってきましたが妻も私も還暦を過ぎ、話し合い、
これから先はゆっくりと歩んでいこうと決断しました。家

本日はロータリー情報委員会担当例会ですが、私のこれま

内には感謝しています。よく、夫婦二人三脚と言いますが、

での人生を話させて頂きます。

我が家は二人羽織でここまで来たような気がします。先代

私の父は、農家の 3 男で、終戦後、野菜や魚などを仕入れ

がゼロから始め、60 年間続けて来られたのは、
「運が良か

陣屋前で商いをしていました。そこに疎開で高山に来てい

った」と今振り返ると思います。東京の親方が私に教えて

た母と出会い結婚。パンの経験があった母と父はパン屋を

くれたように、私も今までの色々な知恵を後輩に伝えてい

開業しました。昭和 21 年、

きたいと思います。

清水会員

お金がなく母は着物を売っ
て資金にしたそうです。
昭和 22 年に姉、23 年に私が

6 月 2 日に名鉄グランドホテルにて、2012/2013 年度国際

生まれ、母は姉を連れ、私

親善奨学生第 3 回オリエンテーションが開催されます。今

をおんぶして朝早くから夜

回は学友会総会も同時に開かれるそうです。

遅くまで働いたがなかなか楽にならない時代でした。

高山中央クラブからの奨学生である清水志野さんの進学

その後、政府が学校給食制度を開始し、パン食が普及しま

先が決まりそうです。イギリスのロンドン大学の中のロン

したが、我が家は学校給食に乗り遅れたため、菓子問屋の

ドンビジネススクールです。まだ財団本部での手続きが完

下請けをしながら自転車で八百屋さん・魚屋さん・駄菓子

了していませんので引き続き支援しなければなりません。

屋さんに卸しに回りました。

皆様のご協力をお願いいたします。

＜ニコニコＢＯＸ＞
昨日は、川越町あいあいホールにてロータリーバンド演奏
会が開催されました。セブンスターの皆様ご苦労様でした。
本日は、ロータリー情報委員会担当例会です。谷腰さん・
清水さんスピーチ宜しくお願いします。
理事役員一同
昨日は、ロータリーバンドの皆さんご苦労様でした。今ま
でで一番の演奏でした。気持ちものっていたようですね。
来年も楽しみです。来年は、ツアーを組んで楽しい企画、
足立 エレクトさんお願いします。
平林 英一
昨日は三重県川越町にてロータリーバンド演奏会が盛大
に（？）行われました。会長幹事にはバンドメンバーと一
緒に早朝から遅くまで同行して頂き感謝します。津田さん
夫婦も応援に来てくださいました。ありがとうございまし
た。無事に終わりましたことに感謝して。
橋本 修
ロータリーバンドの皆様 応援しています。

周

昨日は、四日市のロータリーバンド演奏会に行ってきまし
た。平林会長・新宮幹事・津田さんご夫婦 応援ありがと
うございました。セブンスターらしく、高山中央ロータリ
ークラブをアピールできたと思います。
坂之上 健一 高原 清人
昨日のロータリーバンド演奏会、お疲れ様でした。平林会
長・新宮幹事、引率ありがとうございました。津田さん夫
婦、応援ありがとうございました。ＰＳ：周先生がゴルフ
の腕を上げたらしい。
高木 純
地区大会記録誌に写真が出ていまして、三枝さんに「ニコ
ニコやな」と言われましたので。
永家 将嗣
先週は、早退して申し訳ありませんでした。新宮幹事あり
がとうございました。
三枝 祥一

信夫
いよいよ追い込みに入ってきました。ニコニコへ皆様 ご
協力をよろしくお願いします。
伊藤 正隆

