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・2013-14 年度第１回ロータリー財団研修セミナーのご
案内
日 時：７月６日(土)１０：３０～１６：３０
会 場：岐阜都ホテル
登録料：７,０００円
要請者：次期会長・次期ロータリー財団委員長

常孝

本日は、記念日例会です。
例会担当委員会は、親睦活動委員会です。
長瀬委員長よろしくお願いいたします。
さて、会員諸兄にお尋ねいたしますが、昨年度の日本人
平均寿命は男女平均で何歳でしょうか？
女性が 85.9 歳 男性が 79.44 歳で平均 82.67 歳だそうで
す。
では、要介護や寝たきりにならず、自立して健康に生活
できる期間を示す「健康寿命」は何歳だと思いますか？
女性が 73.62 歳 男性が 70.42 歳で男女の平均健康寿命は
72.02 歳だそうです。
平均寿命と健康寿命とで 10
年間の年齢差があります。
およそ 10 年間は、幼児同様
に家族や他人様の介護を受
けて生活している事になり
ます。
現在は、平均寿命と健康寿命の差が 10 年ですが、医療
医薬の進歩で将来もっと伸びる傾向があります。
全国民が個々に願うことは「健康寿命が自分の寿命のすべ
てでありたい」と言うことでしょう。
記念すべき例会で、お通夜のお説教みたいな話をいたしま
した。会長の話を終わります。

・職業奉仕日門研修セミナーのご案内
日 時：８月４日(日)１３：００～１５：３０
会 場：名鉄ニューグランドホテル
登録料：４,０００円
要請者：次期会長及び幹事・職業奉仕委員長
＜高山市民憲章推進協議会＞
・平成２５年度高山市民憲章推進協議会総会開催のご案
内
日時：６月３日（月）１９：００～
会場：高山市役所 地下市民ホール
＜岐阜県環境生活部人権施策推進課より＞
・人権だよりＮＯ５３

＜本日のプログラム＞
親睦活動委員会

で「認証状伝達式」の DVD を準備させていただきました。
僕自身、設立当時を知りませんでしたので DVD を拝見し
て大変参考になりました
し、みなさんの若き日のお

雅昭

本日はみなさんにこの DVD

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・2013 年規定審議会の報告会開催のお知らせ
日 時：６月１５日（土）１０：３０～
会 場：岐阜都ホテル
参加要請者：次期会長・幹事及びロータリー情報委員長

に出演いただきましたお

幹事

田中

栄二郎 委員長

みなさんこんにちは、本日は創立記念日例会と言うこと

姿に感動いたしました。

＜幹事報告＞

長瀬

をご覧いただいた後、映像
二人から当時の熱い思い
やエピソード等をお話し
いただきたいと思います。
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伊藤 正隆
みなさんこんにちは、25 年前の映像を見て『みんな変
わらんなぁ～と思いました』(笑)
さて、創立当時のお話を少しさせていただきます。チャー
ターナイトの前年である 1990 年より色々な準備をしてま
いりましたが、その背景には高山西 RC の創立が高山 RC
の 10 周年の年であり、その後高山西 RC の 25 周年の記念
事業としてもう一つの RC を創立しようとの思いが高まっ
たことがあげられます。

高山中央ロータリーの名称ですが、
「高山中 RC」
「高山
中央 RC」
「高山セントラル RC」の候補の中から選ばれまし
た。
創立当時より他クラブ所属の父親方や先輩よりレクチ
ャーを受けて、今日も仲の良いクラブであることを当時の
思いと重ねてうれしく思います。

中田 一男
私からは、認証状伝達式のエピソードを少しお話させて

実は私、高山西 RC の 25 周年記念式典に高山 JC の理事長

いただきます。

としてお招きいただいておりまして、結果的には高山中央

司会をしておりました私の隣の赤い服を着た女性は、元Ｃ

RC の創立にかかわることになってしまいました。

ＢＣラジオアナウンサーの方で名古屋からＪＲで来高さ

翌年、1991 年のチャーターナイトには 3 月の設立総会時

れました。

の 50 名より少し減って 41 名のチャーターメンバーが集ま

この方なかなかおっちょこちょいな人で電車にあの赤い

りました。

服を忘れてきまして、なんとか式に間に合いましたがやき

チャーターナイトでは、高山らしいおもてなしをコンセ
プトに祭の料理を準備していただき、屋台の模型を特別に
中田金太氏のはからいで展示いたしました。

もきした事を覚えております。
又、認証状伝達式の案内を各クラブへ持参させていただ
きましたが、25 年前当時からノーネクタイで例会をされ
ておりますクラブがあったことを思い出し、クールビズの
先駆けであったかな？と思いました。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日は創立記念例会・１９９１年５月２０日に誕生して丸
２２年たちました。おめでたい例会です。
足立 常孝
先週 例会のあと熱が出ました。知恵熱かと思ったら風邪
でした。お蔭様で本日は声がかれています。今週も温かい
目で見守って下さい。
前越 路子
先日、当社の取引先のゴルフコンペが豊田市の中京カント
リーであり、そのコンペでいい事が有りましたので喜びを
ニコニコへ。
中田 一男
本日、変な葉書が届きました。
「あなたのクリニックにネ
ット上にいい書き込みをします。すぐにここに連絡下さ
い」
・・・嫌な時代になりました。振り込め詐欺ではなく、
書き込み詐欺と命名しました。気を付けて下さい。
高木 純

濃飛グループ８クラブ合同コンペに、当クラブから１２名
もの参加がありアクティブロータリアンには驚いていま
す。これだけの人数で臨めば団体優勝間違いなしと言う事
で、当日、会長エレクトのご厚意で山陣さんにて祝勝会を
開催します。１２名の方は是非ご参加頂きたいと思います。
追伸：もし優勝できなかった場合は、ゴルフ部長の岩本さ
んが責任をとり坊主になります。また、ベスグロを取れな
かった場合は、島さん・三枝さん・岩本さんのスリートッ
プに責任を取ってもらいたいと思います。後三人様には、
理不尽な話と御思いでしょうが、自分のバックを２万円で
買った私に比べれば些細な事でございます。 剱田 廣喜
本日、高山市民児童協、役員会及び総会の為 早退します。
橋本 修

