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＜会長の時間＞

田中 晶洋

◎結婚記念日（写真左より）

井辺会長が御欠席なので会長の時間
は副会長の遠藤が話させていただきま
す。
今日は九ヵ年皆出席表彰です。35 人が
対象ということでございますが、先生方、
父兄の皆様の御指導の賜物だと思います。本当におめでとうござい
ます。
去年、御世話になった方々が何人かお亡くなりになりましたが、
今年は菱川さんが突然お亡くなりになりました。｢そうだ京都へ行
こう｣という年賀状をもらい楽しみにしていましたがそれもかなわ
ぬことになりました。御冥福をお祈りします。
住田 泰典
３． ２

＜幹事報告＞
＜例会変更＞
高山中央 … 3 月 20 日（月）は、
法定休日（春分の日振替）のため休会
4月3日（月）は、定款により 休会
4月24日（月）は、軽スポーツ例会のため、
12：00～ 善応寺 に 変更
＜受贈誌＞
オクトン（カタログ No37）
、 (財)比国育英会バギオ基金（バギ
オだより No58.59）
、岐阜県環境生活部人権施策推進課長（人権
だより No.68）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

27 名

4名

31 名

39 名

79.49%

本日

29 名

－

29 名

39 名

74.36％

黒木 正人 阪下 六代
３．２０
３． ９

◎出席表彰（写真左より）
塚本 直人
５年
大村 貴之
５年
(当日欠席)
榎坂 純一
１年
◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
・榎坂 純一
・大村 貴之
・田中 晶洋
・塚本 直人

・萱垣 敬慈
・松川 英明

・住田 泰典

青少年育成委員会 義務教育 9 カ年皆出席表彰
委員長

＜本日のプログラム＞
◎会員誕生日
なし
◎夫人誕生日
松川 英明

お祝い

さをり

さん

３．２４

塚本 直人

本日の例会は、青少年育成員会
担当例会です。継続 27 年となりま
した『義務教育 9 カ年皆出席表彰』
を行います。合併前は例会場に該
当生徒さんをお招きして、会長か
ら表彰状を直接授与していました
が、合併後からはそれぞれの学校の修了式等の場で、校長先生から
お渡しいただいています。

人類に奉仕するロータリー

例会報告
今年は高山市全 12 中学校中 9 校・35 名の生徒さんが皆出席を達
成されました。ここでお名前を読み上げます。
日枝 8 名 … 澤 愛実、西垣 公敬、中野 紘花、谷倉 一輝、
松橋 宙也、杉崎 葉菜、筒井 夏那、村井 彩希
松倉 3 名 … 栗谷 愛、山下 桃子、清水 海月
中山 11 名 … 坂下 拓斗、名頃 綾弥、中島 千晴、谷口 汀、
小池 海澄矢、今井 綾香、川上 さくら、
挾土 なつゆ、小倉 優真、上嶋 文恵、
田中 廉治郎
東山 2 名 … 川尻 晴菜、谷口 織姫奈、
丹生川 3 名 … 田堀 秀一、古瀬 蓮馬、下野 実咲妃
荘川 1 名 … 宮田 千帆
朝日 1 名 … 山本 莉子
国府 3 名 … 井ノ下 日菜、大坪 梨花、村田 佳乃
北稜 3 名 … 木村 碧輝、三木 祐作、三木 理子
本日は代表生徒さん分のみ校
長会の中学代表、東山中の井口
校長先生に代理授与させていた
だきます。なお、34 名の生徒さ
んの賞状および副賞につきまし
ては、副会長・幹事、私の 3 名
にて、昨日 2 日に市役所にて行
われました市校長会に出向きま
して、お渡しして参りました。
では本日ご講話をいただきま
す、井口校長先生をご紹介します。昭和 33 年高山市生まれ。昭和
57 年より小学校教諭として三枝小勤務。その後白川村・大野郡・
益田郡・高山市の中学校で務められ、平成 17 年に土岐市の小学校
で教頭、23 年には中津川市にて校長、平成 26 年より東山中学校長
として現在に至り、本年度、高山市小中学校校長会会長をお務めで
す。また、平成 6 年から 3 年間、エクアドルの日本人学校で勤務さ
れるという経歴をお持ちです。ではご講話を宜しくお願い致します。

・年間授業時数は、国内の取り扱いに準拠。
・設立主体は，現地の在留邦人の団体（日本人会等）
。
・管理運営を行うために学校運営委員会が設置されている。
・学校運営委員会には日本人会や進出企業の代表，日本人学校校
長、在外公館職員，保護者の代表等が理事として参画し、学校
運営の基本的方向を定めるとともに管理運営について責任を
負う。
・現地校、国際学校（インターナショナルスクール）等に通学し
ている日本人の子どもに対し、土曜日や放課後等を利用して国
内の小学校又は中学校の一部の教科について日本語で授業を
行う教育施設。
岐阜県からの在外教育施設への派遣
H28 年度現在：248 名 （ ）は飛騨地区からの派遣人数
・ ア ジ ア：115 名（14 名） ・ 中東アジア：22 名（6 名）
・ ヨーロッパ：42 名（2 名） ・ アフリカ：
14 名（3 名）
・ 北アメリカ：20 名（2 名） ・ 中南アメリカ：29 名（8 名）
・ オセアニア： 6 名（0 名）
飛騨地区合計 35 名（約 14％）
3 年間を振り返って
○赴任期（半年間） 異国、異文化への興味関心
・スペイン語での会話
（通じた！）
・買い物
（日本には無い物が・
・
・）
・飲酒運転できる(帰宅前にみんなで一杯)・インカ文明に触れる
・カジノがある！（週末には…）
・ダーウィンのガラパゴス諸島！
○不適応期（1 年間）
イヤな面が増幅
・アパートの 1 階に走る車から発砲 ・オートマ車、修理できない
・学校に泥棒（日本語ワープロ等盗難） ・日本食が手に入らない
・カーステレオ 3 回盗難にあう ・頻繁なデモ、ストライキ
・ペルーとの国境紛争（フジモリ大統領）
ｅｔｃ
○諦観期（1 年間）
だからこの国は・・・・
・昨日まであった信号が…アレ？ ・水がビールよりも…ウソ！
・道路を走っていると…オット！ ・昼間っから…不便！
・現地通貨(スークレ)に換金すれば…エェ！ ・信号で止まると…
○適応期（半年）
人、自然、食べ物等【良さ】を見る
・ラテン系の「いい加減さ」に慣れ
・マリアの手料理、サッカー仲間
・
“ポジョ・グス” “コロンブス” “オロ・ベルデ”
・週末プチ旅行（釣り、キャンプ）
第２のふるさと、エクアドル

海外生活を通して感じたこと
～南米エクアドル・キト日本人学校での経験を通して～
高山市小中学校校長会会長 東山中学校長 井口 豪 先生
在外教育施設の現状
① 日本人学校
・世界 50 カ国・地域に 89 校が設置（H27.4 月現在）
（児童生徒数約 2 万 1 千人）
② 補習授業校
・世界 52 カ国・地域に 205 校が設置（H27.4 月現在）
（児童生徒数約 2 万人）
国内の小学校・中学校における教育と同等の教育を行う全日制の
教育施設。
・教科書は、国内で使用されているものが海外の子どもに対して
も無償で給与。
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＜ニコニコボックス＞

キト市南部の中央 公園 （旧市街地）

旧市街地全景

キト市北部の様子（高層ビルが立ち並ぶ近代都市）

ス ーパーマーケット

●遠藤 隆浩さん、堺 和信さん
井口豪校長先生のご来訪を歓迎致します。本日の卓話を楽しみにし
ております。よろしくお願いします今年で 27 年目となる義務教育
9 カ年皆出席表彰に、本年度は 35 名の生徒さんが表彰されます。
高山市合併以降は生徒さんを招待し直接表彰状をお渡しできず残
念ですが、
毎年 30 名以上の生徒さんが達成される事は凄い事です。
これからも高山西ロータリークラブとして継続していかなければ
ならない事業だと思います。
●塚本 直人さん
本日は 3 月 3 日ひなまつりです。
素敵な日に井口豪高山市小中学校
長会長をお迎えし青少年育成委員会の義務教育 9 カ年皆勤の表彰
を行います。高山市内 9 カ年皆勤生徒 35 名の皆さんの努力をお祝
い下さい
●挾土 貞吉さん
高山市小中学校長会長 井口豪先生のご来訪を歓迎申し上げます。
卓話を楽しみにしていました。風雪に耐え義務教育 9 カ年皆勤生徒
さんを称え、全校生徒の前で褒めてあげて下さい｡｢艱難汝を玉に
す｣苦労、困難を乗り越えて立派な人物になること間違いなしです。
西クラブメンバーが応援しています。
お願いします。
●下屋 勝比古さん
本日は民生委員の一期目研修および飛騨特別支援学校卒業式出席
のため欠席します。井口校長先生のお話しを拝聴出来ず残念です。
●伊藤 松寿さん
3 月2 日号の朝日新聞に斐太高校の｢白線流し｣の記事に有斐会長と
しての談話を載せてもらいましたので。
●阪下 六代さん
春の到来の兆しを歓迎してニコニコ。
●大村 貴之さん､平 義孝さん､田中 武さん､門前 庄次郎さん､
遠藤 隆浩さん､鴻野 幸泰さん､垣内 秀文さん､田邊 淳さん､
松川 英明さん､萱垣 敬慈さん
3 月 5 日日曜日は、第 67 回高山西ロータリークラブ杯争奪高山市
ソフトミニバレーボール大会が開催されます。当クラブから精鋭 1
チーム『はぐるま』として参加します。目指せ１勝！選手の頑張る
姿をぜひ会場で応援して下さい。

座右の銘
井上 正

『謙のみそれを為す』

平成８年度 キト日 本人学校全児童生徒・教職員

この言葉は、いまから 13 年前飛騨
プロパティマネジメントを創業し、
事業をスタートさせるとき、アパマ
ンショップネットワーク大村浩次社長が自らの経営哲学「フィ
ロソフィー」のひとつから戴いた、謙虚なる姿勢こそが総てを為
し得る基となる、という意味であり、まさに今までも、今も、そ
してこれからも私が最も意識する言葉です。
今までの時間を振り返り考えますと、決して楽なことはなく、
常に積み重ねを続ける毎日でした。この世の中、理不尽なことも、
不可思議なことも多々ありますが、正解といえば正解、間違いと
いえば間違いという事は多々あります。その中で感じたことは、
驕りや驕慢な心を戒め、常に謙虚さを以て感謝を忘れず、一つ一
つを有り難く取り組むことでした。
そして、ご先祖に感謝、今に感謝、かかわるすべての皆様に感
謝し、我が歩みをしっかりとしたものとしたい、そんな気持ちで
いっぱいです。
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