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お祝い・青少年育成委員会

例会報告
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第２６３０地区

創立１９６６年１月１５日

●例会日
●例会場

岐阜県

濃飛分区

毎週金曜日 １２：３０～１３：３０
高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988
大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ

●会 長
●幹 事
●会報委員長

＜会長の時間＞

井辺 一章
堺
和信
田中 晶洋

花咲く春

◎結婚記念日(写真左より)

田中 晶洋

(当日欠席) 折茂 謙一 S38.5.6

先週はゴールデンウィークの子供の日にあ
たり例会はお休みでした。屋台の引き揃えや一
之宮水無神社の大祭もあり、私の商売、宝生閣
は忙しい思いをさせて頂きました。
本日ゲストでお越しいただいた梶田様の
お祖父さんは、皆さん良くご存じの当クラブ創立会員である柿本傳
助さんですが、私自身は、業界の大先輩という事で梶田様のお父様
に大変お世話になりました。
次回からは私自身のお話しをさせて頂こうと思います。よろしく
お願いいたします。

＜幹事報告＞
◎日本のロータリー100 周年委員会より
・日本のロータリー100 周年委員会設立趣意書およびアンケートのお願い
◎地区ロータリー財団委員長より
・ポリオ募金箱送付ご案内と募金活動ご協力の協力願い
◎高山市都市提携委員会より
・平成２９年度高山市都市提携委員会定例会資料
＜受贈誌＞
社団法人高山市文化協会（広報高山の文化）
、社会福祉法人中部
盲導犬協会（ニューハーネス）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

29 名

5名

34 名

39 名

87.18%

本日

33 名

－

33 名

39 名

84.62％

＜本日のプログラム＞
お祝い
◎会員誕生日
塚本 直人
５． ７

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け）
塚本 直人
智 子 さん
山下 直哉
理 恵 さん
萱垣 敬慈
真 美 さん

５．１３
５．２６
５．１１

新井 典仁
H14.5.25
◎出席表彰

堺 和信
S61.5.18

井辺 一章
S52.5.12

斎藤 章
S56.5.25

高桑 光範
H3.5.18

米澤 久二
１７年
(当日欠席) 伊藤 松寿 ３２年
◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
・伊藤 松寿 ・井辺 一章
・田中 武 ・米澤 久二

・杉山 和宏

・田近 毅

青少年育成委員会
本日の青少年育成委員会担当例会
は、当クラブも３年前から参加させて
頂いている「高山市キャリア教育を考
える会」の事務局、高山市教育委員会
学校教育課より指導主事の梶田哲也
様にお越しいただきました。
「キャリア教育を考える会」主催の『出前講座』については、学
校年度は既に新年度が始まっており、ロータリーで言う所の次年度
の計画についても、既に次期委員長が動き出しております。来年１
月の予定だそうですが、その際にはまた多数の会員皆様のご協力を
お願いいたします。
では梶田様のご紹介をさせていただきます。１９７１年市内にお
生まれになり、松倉中から斐太高校、千葉大学教育学部をご卒業の
後、丹生川小や中山中学校等にて教員として勤められ、２０１５年
４月より教育委員会にお務めです。また、当クラブのチャーターメ
ンバーで、第５代会長である柿本傳助氏のお孫さんにあたられます。
本日は宜しくお願いいたします。

人類に奉仕するロータリー

例会報告
＜ニコニコボックス＞

平成 29 年度キャリア教育について ～高山市キャリア教育の願い～
高山市教育委員会 学校教育課 指導主事 梶田 哲也 様
今日のこのような定例会で、話をさせていただく機会を与えてく
ださりありがとうございます。 また、義務教育 9 カ年皆出席表彰
という形で生徒たちを永く顕彰いただき感謝の念に堪えません。
学校では 9 カ年皆勤という形式での表彰の機会はありませんので、
生徒たちにとって大変な励みになっております。重ねて御礼申し
上げます。
さて本日は、高山市のキャリア教育についてお話しさせて頂き、
｢高山市キャリア教育を考える会｣への引き続いてのご協力をお願
いしたいと考えております。
ニューヨーク市立大学大学院センター教授のキャシー・デビッ
ドソン氏によれば「子どもたちの６５％は、大学卒業後、今は存
在していない職業に就く」そうです。 オックスフォード大学準教
授のマイケル・Ａ・オズボーン氏いわく「今後 10 年～20 年程度
で、約４７％の仕事が自動化される可能性が高い」
。そして経済学
者のジョン・メイナード・ケインズ氏は「2030 年までには、週
15 時間程度働けば済むようになる」と発言しています。子どもた
ちは、このように社会や産業の変化が激しい中、次代を創造する
ことが求められています。したがって、キャリア教育は、子ども・
若者一人一人のキャリア発達を支援し、それぞれにふさわしいキ
ャリアを形成していくために必要な能力や態度を目指すものです。
自分が自分として生きるために、
「学び続けたい」
「働き続けたい」
と強く願い、それを実現させていく姿がキャリア教育の目指す、
子ども・若者の姿であります。
高山市では『ＥＳＴ Project（Education for Sustainable
TAKAYAMA…持続可能な高山のための教育）
』の名称でキャリア
教育を推進しています。

●井辺 一章さん、堺 和信さん
高山市教育委員会指導主事 梶田 哲也 様のご来訪を歓迎致します。
本日の卓話よろしくお願いいたします。当クラブも｢出前講座｣を３
回させていただきました。それぞれの職業や経験を通して生徒さん
達に何かを伝えられれば、そしで出来れば将来は高山で働いて欲し
いという思いでお話しさせて頂いております。これからも是非とも
続けさせていただきたいと思います。来週行われます新緑例会の出
席者が大変少ないので、懇親会だけでも出席いただきますようお願
いいたします。
●挾土 貞吉さん
教育委員会 梶田 哲也 様のご来訪を歓迎致します。出前講座、義
務教育９カ年表彰等、我がクラブ青少年育成に力を入れています。
高山市青少年育成市民会議 監事より
●阪下 六代さん、塚本 直人さん、長瀬 達三さん
当クラブの創立会員で第５代会長 柿本傳助氏のお孫さんにあた
る梶田 哲也 様のご来会を歓迎申し上げます。今後もキャリア教育
等でお世話になります。
●萱垣 敬慈さん
昨日は家内の誕生日に素敵な花束をありがとうございました。
●榎坂 純一さん
長い間お休みさせて頂きましたが今日より参加させて頂きます。休
み中はもれなくメイクアップさせて頂いたので、連続出席は継続中
です。
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
５月９日の委員長引き継ぎ会に沢山の現・新委員長さんに参加頂き
ありがとうございました。来期に向けて大変充実した意見交換が
出来ました。ありがとうございました。
●大村 貴之さん、田中 武さん､田中 晶洋さん､新井 典仁さん
住田 泰典さん
先日、当クラブ引継会にて新旧委員長が顔を合わせ、お酒を酌み交
わし、来期に向けて各担当者が動き始めました。井辺会長・堺幹事、
米澤次期会・鴻野次期幹事ありがとうございました。今期も残り１
ヶ月半、皆さんで当クラブを盛り上げていきましょう！
●垣内 秀文さん､田邊 淳さん､黒木 正人さん､杉山 和宏さん､
高桑 光範さん
今年は、春祭り・屋台総引き揃え・飛騨の大祭（一之宮水無神社）
が行われ、多くの観光客が祭りの素晴らしさを堪能されました。各
地域で祭りに参加された皆さん本当にお疲れ様でした。
●下屋 勝比古さん
稀瀬の里昇進パーティーに行きました。2000 人のお客さんで『ゆ
ず』の生歌もあり凄エネルギーでした。今日は次の横綱発掘のため、
相撲教室で早退します。
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