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＜会長の時間＞
ちょっと気になるデーター
（2001.11．2 ）
もし、現在の人類統計比率をきちん
と盛り込んで、全世界を１００人の村
に縮小するとどうなるでしょう。
人種
アジア人
ヨーロッパ人 南北アメリカ人 アフリカ人
５７人
２１人
１４人
８人
男女
女
性
５２人
男
性 ４８人
肌色
有 色人種
７０人
白
人 ３０人
宗教
キリスト教以外 ７０人
キリスト教
３０人
異性
異 性 愛 者 ８９人
同 性 愛 者 １１人
富
６人が全世界の富の５９％を所有し、その６人共がアメ
リカ国籍です。
居住
８０人は標準以下の居住環境に住み７０人は文字が読め
環境
ません。
その
５０人が栄養失調に苦しみ１人が瀕死の状態にあり一人
他
はいま、生まれようとしています。
一人は、そうたった一人は大学の教育を受けて、そしてたった一
人だけがコンピューターを所有しています。もしこのように、縮小
された全体図から私達の世界を見るなら、相手をあるがままに受け
いれること、自分と違う人を理解すること、そして、そういう事実
を知るための教育がいかに必要かは、火をみるよりあきらかです。
また、次のような視点からもじっくり考えて見ましょう。もし、
あなたが今朝、目覚めた時、病気でなく健康だなと感じることがで
きたら…あなたは今生き残ることのできないであろう１００万人
の人達より恵まれています。
もしあなたが戦いの危険や、投獄される孤独や苦悩、あるいは飢
えの悲痛を一度も体験したことがないのなら…あなたは世界５億
人の人達より恵まれています。
もしあなたがしつこく苦しめられることや、逮捕、拷問または死
の恐怖を感じることなしに教会のミサに行くことができるなら…
あなたは世界の３０億人の人達より恵まれています。
もし冷蔵庫に食料があり、着る服があり、頭の上に屋根があり、
寝る場所があるのなら…あなたは世界の７５％の人達より裕福で
恵まれています。
もし銀行に預金があり、お財布にお金があり、家のどこかに小銭
が入った入れ物があるなら…あなたこの世界の中でもっとも裕福
な上位８％のうちの一人です。
もしあなたの両親がともに健在で、そして２人がまだ一緒なら…
それはとても稀なことです。
もしこのメッセージを読むことができるなら、あなたはこの瞬間
二倍の祝福をうけるでしょう。なぜならあなたの事を思ってこれを

田中

正躬

厳寒の朝景

蜘手 康介

伝えている誰かがいて、その上あなたはまったく文字の読めない世
界中の２０億の人々よりずっと恵まれているからです。
昔の人がこう言いました。我が身からでるものはいずれ我が身に
戻りくる、と。お金に執着することなく、喜んで働きましょう。か
つて一度も傷ついたことがないかのごとく、人を愛しましょう。誰
もみていないかのごとく自由に踊りましょう。誰も聞いていないか
のごとくのびやかに歌いましよう。あたかもここが地上の天国であ
るかのように生きていきましょう。恵まれていることを感謝し、世
界に愛と平和を広げよう。

＜幹事報告＞
◎ガバナーエレクトより
・2015 年会長エレクト研修セミナー
（ＰＥＴＳ）開催のご通知
日時
3 月 14 日(土)
点鐘 10:30 終了 16:40
場所
鈴鹿サーキット ホスピタリティラウンジ
◎ガバナー補佐・ＩＭ実行委員長・美濃加茂ＲＣ会長より
・｢岐阜県濃飛分区インターシティミーティング｣報告書
◎光記念館より
・特別展のご案内および招待券・優待券
「桜・さくら・サクラ～大観遺・玉堂・松園・清方・加山又造他～」
期日
２月２７日(金)～６月 ９日(火)
＜例会変更＞
可児 … 3 月 5 日（木）は、韓国姉妹提携クラブ来日歓迎会の為
3 月 14 日（土）18 時 30 分～ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂に変更
3 月 12 日（木）は、創立 40 周年記念式典の為
3 月 15 日（日）１１時～ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂に変更
3 月 19 日（木）は、南富川ＲＣ送別会の為
3 月 16 日（月）10 時～ に変更
＜受贈誌＞
(財)米山記念奨学会「ハイライトよねやま１７９」

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

33 名

13 名

46 名

46 名

100.00%

本日

35 名

－

35 名

47 名

74.46％

ロータリーに輝きを

例会報告
＜本日のプログラム＞

社会奉仕委員会

委員長
鴻野 幸泰
本日は青年会議所より、金子
理事長はじめ総勢６名の皆さん
にお越しいただきました。
我々とは違った視点で活動さ
れ、そして将来のクラブ会員候
補でもあるＪＣの皆さんですが、
このような形で例会にお招きする機会はなかなか無かったので
はないかと思います。我が西ロータリーは今年創立５０周年で
すが、ＪＣは創立６０周年を迎えられるそうですので、そうい
った事も併せお話し下さいます。本日は各委員長さん方にもお
話しいただきますので、金子理事長のプロフィールは皆様のお
手元にお配りしております資料をお目通しいただき、早速ご講
話をお願いいたします。

本年度、高山青年会議所は６０周年の節目を迎えることにな
り、周年事業を開催致します。私はこの節目を迎えるにあたり
「過去を引き継ぎ、未来の高山を切り開いていくために」とい
う強い思いを持って活動して参ります。周年事業とは、今まで
誠心誠意活動して来られた、先輩方のご尽力に敬意と感謝を表
す機会であります。先輩や地域住民の皆様の前で、これまでの
歩んできた活動を振り返り、高山青年会議所としても、６０周
年にふさわしい公開事業をメンバー全員で盛大に展開していき
たいと思います。本日は誠にありがとうございました。

60 周年記念事業実行委員長
二木 公太郎 様

地域結い委員長
柿下 孝司 様

60 周年記念事業総括幹事
丸山 泰正 様

青少年育成委員長
杉原 吾郎 様

地域環境副委員長
川畑 悟史 様

＜ニコニコボックス＞

高山青年会議所
第６０代理事長
金子 俊平 様
私は、高山青年会議所 第 60 代理事長を仰せつかっておりま
す金子俊平と申します。皆様、どうぞ宜しくお願い致します。
本年度、私は高山青年会議所のスローガンを継往開来(けいお
うかいらい)と掲げさせて頂きました。これは、未来永劫に必要
とされ続ける団体として、活動を通して地域の皆様とともに高
山をもっと魅力のあるまち、活気のあるまちへとして行きたい
という思いが込められています。我々は、協力し支え合う地域
性や人間性、地域一丸となってそれを守り、発展させ、後世に
伝えていく事が重要であると考え、その土壌ともいえるまちづ
くりを行うことが高山青年会議所の使命だと考えます。
本年度は４委員会にて、一年間を通してそれぞれの担いを事
業として取り組んで参ります。
まず一つ目は、「繋がる地域へ」です。我々が住む高山は、
文化・伝統を守りながら、地域を発展させてきました。住民相
互の固い結束があります。今後もコミュニティーの活性化をし
ていくことが地域の明るい未来に繋がることであると考え、効
果的な事業を展開して参ります。
二つ目は、「子どもたちへの期待」です。現状を打破してい
くのが我々世代の責務ならば、未来を引き継いでいくのが子ど
もたちです。どんなことにも失敗を恐れず、一生懸命に取組み、
将来の夢を語り、元気一杯に活動している子どもたちの成長を
後押しできる事業を展開して参ります。
三つ目は、「地域環境の再発見」です。街中を流れる川や自
然や風土、町並、地域独自の環境に即して生活していくという
姿がありました。今一度、地域の環境に積極的に触れ、良さを
見直し高山独自の地域環境を未来にも引き継ぎ、地域の魅力と
して市内外に発信出来るよう、事業を展開して参ります。

●田中 武さん、門前 庄次郎さん
本日は高山青年会議所理事長の金子 俊平 様を初め、各委員会
代表の二木 公太郎 様、丸山泰正様、柿下孝司様、杉原 吾郎 様、
川畑 悟史 様には、それぞれお忙しい中、ご来訪賜りありがと
うございます。後ほど短い時間ではございますが、若きリーダ
ーの熱き思いを聞かせて頂く事を楽しみにしております。よろ
しくお願いします。
●鴻野 幸泰さん
本日は社会奉仕委員会の担当例会に高山青年会議所理事長の金
子俊平 様をはじめ６名のＪＣメンバーにご来訪いだき誠に有
難うございます。本日 2 月 13 日、私の誕生日ですので大ニコニ
コです。
●伊藤 松寿さん､挾土 貞吉さん､平 義孝さん、脇本 敏雄さん､
内田 幸洋さん､古橋 直彦さん､井辺 一章さん､堺 和信さん
本日は金子俊平 理事長をはじめ６名のＪＣメンバーの来訪を
歓迎いたします。ＪＣセネターＯＢとして本年の創立 60 周年記
念事業を応援させて頂きます。
●岡田 贊三さん
黒木君の入会を歓迎します。
●鍋島 勝雄さん
無事帰高いたしました。
●折茂 謙一さん
誕生日プレゼント有難うございました。
●下屋 勝比古さん
先週お休みしまして全国高校ハンドボールの東海予選に行って
来ました。何とか山校ハンドボール部が全国出場を決めました。
応援頑張ります。
●塚本 直人さん
本日は同級生の勉強会（丁未会）研修旅行のため田中晶洋さん
と共に欠席いたします。年男です。丁未とは丁の未年の集まり
です。しっかり勉強して来ます。
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