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「楽しい時(例会)が素晴らしい人生(ロータリー)を創る」
◆会長

山本 辰男

◆幹事

中田 専太郎

◆会報委員長 前越 路子

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局

＜出席報告＞

高山市本町１－２
飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
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

◆会報担当 今井 俊治
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＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長

＜会長の時間＞

会長

山本 辰男
我らの生業

山本

辰男

今週も雪が降りました。皆さんは雪またじご苦労様です。
前回は節分例会で総社にて厄払い、難払いのご祈祷を受け
てきましたので、このクラブにも良い一年になると思いま
す。
さて、今月は世界理解月間です。また今月の 23 日はロー
タリー設立記念日で、それから 28 日までの 1 週間は世界
理解と平和週間です。日本の周辺も少々きな臭くなってい
ますが、何とか穏やかな処理ができれば良いなと思います。
ちょうどタイミングよく冬のオリンピックが開催されて
おり、日本人の選手も活躍していますし、世界の素晴らし
い選手の力や演技に拍手を送りたいと思います。
しかし日本のテレビはすごいと感じます。活躍した選手の
幼少期から今までのありとあらゆる生い立ちを紹介して
います。家族・家庭・地域・職場・本当に苦労してここま
で頑張ったのだと感心しますが、あそこまで…と思うのは
私だけでしょうか？周りの人も喋り過ぎのような気がし
ます。しかし、スノーボードの選手を見ていると、その辺
のあんちゃんみたいで、たまたまと思っていた子がその考
えを覆してくれるような話を聞くと余計にジーンとくる
ものがあります。加減が難しいですね。
どうか世界理解と平和に繋がる大会であります様にお祈
りします。
もうひとつ、オリンピックで影の薄くなった事件がありま
す。佐村河内氏の事ですが、平成のベートーベン、聴覚障
害の作曲家です。ゴーストライターが記者会見し、さらに
耳の障害まで嘘だったとあばかれ大変な事になっていま
す。一つ嘘をつくとまた次の嘘の典型になっています。
ロータリーの会長も、会長の時間のゴーストライターがい
ればと思ったのは私だけでしょうか？今日の例会はプロ
グラム委員会の担当例会です。
ロータリーは一業種一人が原則です。今はそうではないで
すが、その地域を代表する方です。そんな方の貴重なお話
をたくさん聞かせて頂けるのを大変楽しみにしています。

＜幹事報告＞

幹事

中田 專太郎

◎国際ロータリー本部より
・ザ・ロータリアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・２月のロータリーレートについて
１＄＝１０２円
・フィルピン台風被害義援金についての報告
・ＲＩ日本事務局財団室 NEWS
・2016 年規定審議会の立法案提出について
・ガバナーノミニーデジグネート
（2016-17 年度ガバナー）決定の連絡
剱田 広喜(所属クラブ：高山中央ＲＣ)
・2014 年会長エレクトセミナー開催のご案内
日時：3 月 15 日(土)１０：３０～
会場：多治見市産業文化センター
◎ロータリー日本財団より
・確定申告用寄付領収書送付について
◎ロータリー米山記念奨学会より
・確定申告用寄付領収書送付について
○ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 167 号
○ロータリーの友事務所とり
・2014-15 年度ロータリー手帳予約受付のお知らせ
１冊＝648 円
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・助成金について
＜（株）熊平製作所(東京ＲＣ会員)より＞
・
「抜粋のつづり」の贈呈
＜岐阜県環境生活部人権施策推進課より＞
・人権だよりＮｏ56
＜会報＞
・高山ＲＣ

＜本日のプログラム＞
出席/プログラム委員会

新宮

委員長
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＜会員スピーチ＞
西倉 良介 会員
今年は同級生が還暦を迎えています。私は早生まれなので
来年のようですが、公務員の場合は６０歳で定年退職し、
以降は再任用等で新たな
スタートを切ります。とこ
ろが、人口問題研究所の人
口推計によりますと、2010
年の人口 93 千人が 2040
年には 67 千人と 3 割減し
ます。20 歳から 65 歳まで
を実質的な労働人口とすると 2010 年の 50 千人が 2040 年
には 30 千人になり、50 千人を確保するには 20 歳から 85
歳までの人口が必要となります。現在の働く場を維持しよ
うとすると 85 歳まで現役で働き続けることが必要となっ
てくるのです。
まずはみんなが元気で働く。次に女性の働く場を増やして
いく。さらに外から働き手を引っ張ってくる。少なくとも、
高山で生まれ育った子供たちは地元に就職するか、大学を
卒業したら帰ってくる、それが当たり前にならないと地域
が成り立っていかなくなります。そのためには子供たちが
地域を学ぶことができる場を増やすこと、地域のために働
く大人たちがその姿を示すことが大切なのです。ロータリ
ークラブは職業を通して社会奉仕、みんなのためになる活
動を行う組織であり、子供たちはそうした大人の後ろ姿を
見、学ぶことによって生まれ育ったまちに誇りを持つのだ
と思います。
町が存続するには、人が住んでいること、お互いを支えあ
うコミュニティがあること、生活を支える生業があること
が必要です。85 歳になっても後継者がいないようなこと
にならないように、子供たちが、若者たちが後を継ぎ、そ
のまちに誇りを持って働き続けられる、そんな持続性のあ
る町づくりをロータリーの皆さんと一緒に築いていきた
いと思っています。

長瀬

栄二郎

会員

皆様こんにちは。
今日は自分の職業を含めて、最近感じていることをお話し
させていただきたいと思います。
ぼくは来月で 40 歳になります。おかげさまで、33 歳でロ
ータリーに入れて頂いてから気が付けば 7 年もの月日が
流れておりました。

昨年の年末から今年の年初にかけて、この 40 歳という響
きに改めて驚嘆しました。孔子が論語のなかでいうところ
の「不惑」になるわけですが、振り返ってみて何等の進歩
も感じられず、いかに 40 代を生きるべきか、これまでと
同じではいけないはずだと、焦る思いです。
24 歳で高山へ来てから 16 年、お声掛けをいただいた方の
ご期待に応えられるよう、ひたすら走ってまいりました。
ご縁をいただけることの有難さ、仕事をさせて頂けること
の有難さは 20 代で身体に沁み込んで、これからも変わら
ない自分の根幹となっています。
そうした根幹は変わらないなかで、歳をとる、成長をする
という意味で、年代に応じて果たすべき役割は変わってく
るものだと考えています。20 代や 30 代と同じように 40
代を生きてはダメであろうと。実際に体力も低下していき
ますし、気力の持ちどころも変わってくるものだと思いま
す。
ここ 5 年ほど前から、事業の継続には仕事への想いを同じ
くする後進の存在が不可欠であり、その育成が出来ていな
ければどんな事業も継続できないであろうと、実感してお
ります。そこで会社のあり方を「不動産業に高い理想をも
つ人財が連綿と継承されていく会社」と定め、これを目標
として事業に取り組んでいます。
私どもの仕事は、皆様の人生や事業の転機に携わる仕事で
す。その責任を自覚しなければなりません。良く語り合い、
想いを同じくする仲間の輪が広がっていくような会社に
していきたいと考えています。

＜２月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
該当者なし
＜夫人誕生日＞
中田 一男
伊藤 正隆
坂之上健一

さち子
順子
孝子

２月 ９日
２月１８日
２月２４日

＜結婚記念日＞
堀口 裕之
谷口 欣也
伊藤 正隆

Ｈ ４年
Ｈ １年
Ｓ５６年

２月 ８日
２月１８日
２月２５日

＜ニコニコＢＯＸ＞
先日の節分例会は、皆様ご苦労様でした。大変楽しいひと
時となりました。親睦活動委員長はじめ厄年の皆様ありが
とうございました。厄除けが出来たと言う事でさらに頑張
って下さい。
理事役員一同
先日の節分、急遽欠席で岩垣津君をはじめウタイ組の皆さ
んごめんなさい。本日はプログラム委員会です。スピーカ
ーの西倉さん、長瀬さん、よろしくお願いします。
新宮 一郎
会員スピーチを楽しみにしていましたが、早退します。申
し訳けありません。
永田 富次
会員スピーチを楽しみにしていましたが、早退しなければ
なりません。残念！
堀口 裕之

会費を余分に振り込んでしまいましたのでニコニコへ。
内田 茂
昨日は 5.6 豪雪以来となり雪降ろしをしました。1 メート
ル以上はありました。
新井 信秀
先週の雫宮祭の件、ありがとうございました。3/16 の開
催まで協賛、担ぎ手を受付けておりますのでよろしくお願
いします。
都竹 太志
食欲なし。熱を測ったら 37.8 度。早退します。
三枝

祥一

亡き父の葬儀に際し大変お世話になりました。
久々野 国良

