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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 
＜高山中央ロータリー職業倫理基準＞ 

 

＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

今年最終例会は、出席プログラム委員会の担当例会です。

岡崎委員長、宜しくお願い致します。 

今日は、今回の衆議院選での論戦にもなりましたエネルギ

ーの話をさせて頂きます。昨年の東日本震災以降、原子力

発電に代わる代替エネルギーを、火力発電で補っておりま

す。火力のエネルギーは、以前は、原油の生だきか、重油

でしたが、現在は、LNG（液化天然ガス）が大半です。理

由は、重油より天然ガスのほうが二酸化炭素や窒素酸化物

の排出が少ないからです。シェールガスの採取技術が開発

されて話題になっておりますが、天然ガスによる火力発電

の寿命を長く延ばすものと期待されております。延命は、

20年、30年の期間です。 

火力発電は、コストがかかるから電力料金が高くなる。環

境問題もある。原発は、発電コストが安く、環境破壊が少

ないから、最終ゴミ処理も考えず原子力発電所をいたる地

域に造った。資源の少ない日本が、世界の経済競争に立ち

向かう手段として、低価格の電力が欲しかった。地震国で、

原子力の怖さを一番知っていても、経済最優先で、原発誘

致を選択してきました。便利と安全が表裏です。ウォシュ

レットのトイレでないと用足しが出来ない。常備薬を飲ま

ないと日常生活が出来ない。便利ですが、無いと生活でき

ないという事は、危険なのです。豊かな暮らし、便利な生

活をどの程度で収めるか？を考えなければいけない時代

を迎えていると思います。総選挙で国民が投票した結果に

よって、将来の暮らしが決まります。原発の在り方を考え

る政党が大勝した今回の総選挙でした。 

 
 

＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 

 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

 ・ロータリー財団資金管理セミナーのご案内 

  日時：平成２５年１月２６日(土)１１：３０～ 

会 場：岐阜都ホテル 

要請者：次期会長・ロータリー財団委員長 

登録料：一人 ５,０００円 

 ・「ＳＡＫＵＪＩ作戦」について 

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 153 

＜叙勲褒章受章祝賀会発起人より＞ 

 ・平成２４年叙勲褒章祝賀会開催について 

  日時：平成２５年１月３１日(木)１６：００～ 

  会場：高山グリーンホテル 

  会費：１０,０００円 

 

 

＜ロータリー財団寄付表彰＞ 
 

ポール・ハリス・フェロー  

村瀬 祐治 

 

 

 

 

 

 

ポール・ハリスフェロー・マルチプル  

松之木 映一 

中田 一男 

清水 幸平 

大保木正博 

仲谷 政美 

冨士井 忠男  

◆会長  足立 常孝   ◆幹事  田中 雅昭   ◆会報委員長 坂家 賢司  ◆会報担当 久々野 国良 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

949 回 
51名 51名 44名 － 86.27% 

前々回 

947 回 
51名 51名 43名 1名 86.27% 

＜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  http://www.takayamacrc.jp/ 
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＜本日のプログラム＞  

出席/プログラム委員会 委員長 岡崎 壮男 
 

本日は出席/プログラム委員会の担当例会という事で、

歴代会長のスピーチを企画しました。 

 内容は、ご自身の高山中央ロータリークラブ又はロータ

リークラブに対する想い、思い出、良かった事、大切にし

ている事等を予定しておりますが、自由にスピーチしてい

ただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜歴代会長スピーチ＞ 

第 11代会長   冨士井 忠男 
 

私は“職業を通じて社会に奉仕する”という言葉に誘われ

てロータリーに入りました。ロータリー活動で何が良かっ

たかと言われると平成 17年に行われた“命のメッセージ

展”です。1年半前から準備され全員参加で行われました。

来場者も述べ 4000人と沢山の方に来て頂きました。また

最近では“出前講座”です。出前講座を受けた生徒さんか

ら、沢山の礼状を頂いているとの事、大変良い事業を思い

ます。これらの事業は地域の人々と一緒に行う事業です。

これからもこうした事業を進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17代会長   松之木 映一 
 

皆さまこんにちは。「とりもどす」「初心を忘れずに」「原

点に戻ろう」、最近こんな言葉が見直されています。 

高山中央ＲＣの発足について当時を思い出しながら話を

させて頂きます。 

21 年前に高山青年会議所を卒業して少し楽な気分でいた

頃、たかしんの当時理事長の堺さんから高山ＲＣへの入会

の話があった時、剱田さんが新しいクラブを造るには 30

名以上の会員が必要だから、なんとか協力してくれと頼ま

れて入会させて頂いてもう 22年間がたちました。 

今思えば入会を断っていたら、今この場所にはいません。

（少し感謝）初めて入会される方と顔を合わせた時、知っ

ている方は何人かみえましたが、当時長者番付に載ってい

る方が何人かみえましたので、このクラブは大丈夫だと確

信しました。 

しかし、何をするクラブなのか少し不安でした。RI、ガバ

ナー、ガバナーエレクト、パストガバナー、ガバナーノミ

ニー分区代理、特別代表、英語、日本語の使い分けを理解

するのが大変でした。 

1991年 5月 20日、故 剱田豊一氏を特別代表として高山

西ＲＣをスポンサークラブ、高山ＲＣ・下呂ＲＣをコ・ス

ポンサークラブとして国内で 1960番目のクラブとして国

際ロータリーより加盟が承認されました。 

1991年 10月 13日高山短大講堂に於いて国際ロータリー

加盟認証状伝達式を後藤博三郎ガバナーのご臨席のもと

各地より約 1,000名の出席を得て盛大に遂行されました。 

その中で、記念事業の一環として三輪会長より日下部市長

に新市役所設立基金として百万円を贈呈いたしました。 

認証状伝達式に出席をお願いに会員全員で手分けして各

ロータリークラブに出向きました。当時のチャーターメン

バーはかなり少なくなりましたが、当時の人数より会員が

増えている点、大いに評価しても良いと思います。 

当クラブは青少年育成に大変力を入れています。未来委員

会を立ち上げ、これからの高山中央ＲＣを考える会、益々

良くなるには、会員が元気でなければ成り立たないと思い

ますので、会員同志、今以上助け合いながら元気を出し頑

張りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 21代会長   平林 英一 
 

高山中央ロータリー歴史は 22年早いものです。21年目の

会長を受けた時、振り返ると、大変ではあったが充実した

ロータリーの勉強を出来た時でありました。 

少しさみしく思うのは、今現在チャーターメンバー12名。

歴代会長初代三輪さんから 9代阪本さんまで、亡くなった

方、退会された方、時代の流れとはいえ、残念に思います。 

私もそうならないようにと、これからの未来の高山中央ロ

ータリークラブ会員の為にも、クラブの一員として楽しん

でいきたいと思います。年齢を重ねるとこのような考えに

なるのかもしれません。 

では、私自身のクラブでの存在はどうあるべきか考えてみ

ました。 

まずは、高山中央ロータリークラブで邪魔にならないこと。 

価値観の問題と思うのですが、若い会員仲間の中での価値

観を大事にすることであり、自己満足になりがちな存在だ

けの価値観であってはならない事には気をつけたいと思

います。 

今現在は、高山中央ロータリークラブの年齢構成がバラン

スがとれ、とても居心地が良いと言えます。10 年後、そ

の時は、若いロータリアンが中心に活動があり、熟年組は
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若者との交流でエキスをもらい、若くありたいと思います。 

そしてそれをつなぐのは「四つのテスト」ではないでしょ

うか。 

真実かどうか、みんなに公平か、行為と友情を深めるか、

みんなのためになるかどうか。 

若者も熟年組も世代違っても通じ合える言葉だと思いま

す。子供の世界にも通じるかもしれません。 

人を育てる立場の人も育てられる立場の人も、考え、振り

返り反省すること大事かと思います。 

これからも、信頼される責任のある立場でロータリアンと

して高山中央ロータリークラブの会員でありたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

本日は今年最後の例会となりました。私の任期もあと半年
です。今回の総選挙で岐阜４区から３人もの代議士先生が
誕生致しました。飛騨の発展に心強さを感じたいです。 

   足立 常孝 

 

12/14 高山グリーンホテルでのクリスマス・ライブパー
ティーにロータリーバンドとサプライズゲスト 2 人で合
わせて 10名が出演しました。他の 3団体より演奏の実力
はもとより色んな意味で目立ちました。ピンクレディーの
再現ではないか？超ミニスカートの二人が立った瞬間に
カメラマンが近寄って来ました。主役は完全に熟女。我々
は引き立て役となりました。応援に来て下さったロータリ
アンの仲間、奥様方、まぶたの裏に焼付いたのではないか
と思います。パフォーマンスのセブンスターの存在価値を
強くアピールして来ました。新年例会は諸事情で披露する
ことが出来ず残念ですがまたの機会によろしくお願いし
ます。関係者の皆様方に感謝してニコニコへ。 

   橋本 修 

 

セブンスターの皆様、ライブご苦労様でした。久々に盛り
上がるライブに感謝して。  今井 俊治  津田 久嗣 

 

 
 
 
クリスマス・ライブ、セブンスターの皆さん素敵でした。
特にバンマスのしゃべりとピンクレディーの歌声♪♪ 

   周 信夫 

 

12/11 四人目の孫(女の子)が誕生しました。私にそっく
りでぱっちりした可愛いまなこ もうメロメロです。 

                 田中 雅昭 

 

 
 
12/16山口市で開催された「中学校駅伝全国大会」に出場
した娘の中山中の応援に行って来ました。昨年より順位を
下げ48チーム中 28位でしたが子供達の真剣な姿に感動し
て帰って来ました。 谷口 欣也 

 

先日は妻の誕生日に綺麗な花を頂きましてありがとうご
ざいました。         水川 巧  下田 徳彦 

 

無事選挙も終わり仕事復帰できましたのでニコニコへ。 
   三枝 祥一 

 

 


