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＜出席報告＞

前回の続きをお話しさせて頂きます。

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

いと相談した所、｢稲葉郡の那加に職業

前々回

32 名

3名

35 名

39 名

89.74%

訓練所という所がある。そこに今年から

本日

27 名

－

27 名

39 名

66.67％

先生に高校へ進まず別の道を行きた

電子組立科ができるから受験してみろ。ただ、高卒と同じレベルで
の入試となるから相当勉強して向かわないと難しいぞ｣と言われ、
受験に向け頑張りました。
入学した 38 名の内中卒が 13 名という私たち 1 期生に向け、校長
先生が「ここからは実力だ！修了試験の成績の良い順に企業を選ぶ
ことができる！」と言われました。毎日夜中まで友達と勉強し、卒
業時の求人が 10 倍以上あった中、受験企業を三菱電気に選びまし

＜本日のプログラム＞
国際奉仕委員会
委員長

斎藤 章

た。合格し入社してみて、大変大きな企業である事にびっくりいた

私が入会してからの30年間の

しました。早速配属となったサービス室を案内してもらうと、テレ

国際奉仕委員会を振り返っての

ビ・冷蔵庫・洗濯機と部屋があり、テレビ部門には 5 人のスタッフ

ご報告と今後の検討課題をお話

がいましたが、図面無しの状態でバラバラの部品をテレビに組立て

できればと思います。当委員会

出来るのは私の他にいませんでした。

の役割の中で、今回は友好クラ

ここから面白くなって来ますが、続きは次回といたします。

ブと青少年交換プログラムを中
心にしてお話します。
まず、友好クラブですが、珠洲ＲＣがあります。西ロータリーも
昭和 41 年創立で、過去には同じゾーンでもあったので昭和 49 年に
友好提携開始。平成３年に提携解消（ゾーン変更で、2630 地区と

＜幹事報告＞

なったため）
。第２に、清水東クラブとの友好深めるも友好提携に

◎濃飛グループ次期ガバナー補佐より

到りませんでした。台北東海クラブとは、1997 年より友好を深め、

・ガバナー公式訪問および濃飛グループ

2000 年に友好クラブ締結。現在に至ります。それぞれ周年事業へ

ＩＭ開催日、ＡＧ訪問日程お知らせ

の参加、当クラブ 50 周年には、29 名来高。WCS 関係にて、玉蘭荘

ガバナー公式訪問 9 月 28 日(木)
ＩＭ

への寄贈等行う。
2019 年には台北東海ＲＣの25 周年に当たります。

11 月 19 日(日)

ＡＧ訪問 第１回 7 月 21 日(金)

第２回

8 月 18 日(金)

◎高山市青少年育成市民会議より
・飛騨地区青少年育成関係者研修会の開催について(ご案内)
日

時

７月４日(火)

１３：３０～１６：００

場

所

飛騨総合庁舎 大会議室

・高山市青少年育成市民会議総会の資料送付について
◎リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会より
・平成２９年度定期総会の開催について
日 時

７月１３日(木) １４：００～

会 場

東美濃ふれあいセンター｢歌舞伎ホール｣

青少年交換部門では過去に派遣：１１名、受入：１３名の実績で
した。次年度にメンバーの萱垣さんの娘さんをオーストラリア派遣
予定。スイスより交換留学生受け入れ予定です。当年度は当委員会
としては、目立った活動はいたしておりません。
以上、２大活動を中心に報告しましたが、今後の主だった計画で
は、次年度は青少年交換に 100 万円、次々年度には台北東海クラブ
25 周年など、当委員会に関わる予算は特別会計に頼らざるをえま
せん。現状の厳しい予算状況では、CLP も含めて長期的展望が重要
と考えます。

人類に奉仕するロータリー

例会報告
友好クラブ 資料
①珠洲ＲＣ 2610 地区（昭和 41 年 5 月創立）
1957～1967 360 地区（三重・岐阜・富山・石川・長野・愛知）
1967〜1977 361 地区（三重・岐阜・富山・石川）
1978～
261 地区（富山・石川）263 地区（岐阜・三重）
昭和 49 年(1974)友好提携。珠洲クラブより 16 名来高
以降、珠洲クラブ 10 周年・15 周年・20 周年・25 周年参加
当クラブ 25 周年（1990・H2）に 16 名来高。平成 3 年提携解消。
②台北東海ＲＣ
1996（H8）.9,20
事務局表敬訪問
2000 (H12).4/4(火)グリーンホテルにて友好クラブ締結式 20 名
(会員 11 名、夫人・令嬢 9 名) 来高。玉蘭荘への奉仕を提起。
2000 (H12).4/21(金) 台北東海クラブ創立 5 周年へ 14 名訪台。
同年 12/18 日(月)玉蘭荘へＡＶセット寄贈式。訪台 10 名。
2003 (H15).10/10 グリーンホテルにて合同例会
台北クラブより 23 名(会員･夫人･令嬢・来賓・事務局含)来高
座右の銘
2005 (H17).4/23、台北東海クラブ 10 周年。22 名(会員 20 名、
萱垣 敬慈
夫人 2 名)訪台。玉蘭荘へも訪問。寄附金 20 万円
2008 (H20).2/29、玉蘭荘へエアコン 2 台および DVD・CD ソフト各
『己の欲せざる所は、
3 枚寄贈。会員 13 名が 2/27～29 まで訪台。
人に施すこと勿れ』
2010 (H22)4/10 台北東海クラブ 15 周年へ 12 名訪台。
2015 (H27)4/24 台北東海クラブ 20 周年・玉蘭荘訪問
子貢が、「一言で生涯を通して守って行くべきことを表す言葉は
会員 18 名夫人５名にて
あるでしょうか」との問いに対して孔子は「それは恕である」と答
2015(H27)10/4 50 周年に台北東海クラブより 38 名来高。
え次のように続けます「自分が欲しないことを人に施すことがない
（台北東海 RC 会員 17 名夫人 12 名錫口 RC 等）
ようにしなさい」
常日頃、自分の子供に対して言っている言葉で、時に自分にも
言い聞かせています。まだまだ未熟者ですが人を思いやる心を大切
＜ニコニコボックス＞
にして行きたいと思います。
●井辺 一章さん、堺 和信さん
将棋の最年少プロ棋士 藤井聡太四段（14 歳）の公式戦 23 連勝は
大変な記録です。あと何連勝出来るかが楽しみです。また世界卓球
選手権でも男子シングルスで張本智和君（13 歳）ベスト 8 に入る
など、今の中学生は凄いです。将来がとても楽しみです。残す所 3
座右の銘
例会となりました。長かったような短かったような…。皆様方のご
田中 晶洋
協力に感謝申し上げます。本日の例会は本年度最後の委員会担当例
会となります。国際奉仕委員長 斎藤さん宜しくお願いいたします。
●塚本 直人さん
暑くなったり寒くなったり、季節の変わり目とはいえ体調管理が大
変ですね。皆様お体にはお気を付け下さい。先程、黒木正人さんか
『善因善果 悪因悪果 自因自果』
ら新刊の著書をいただきました。銀行支店長の気持ちを考えてお金
因果経（いんがきょう）というお経の中の一節ですが、
「善いこ
を借りたいと思います。黒木さんありがとうございました。
とをすれば善い運命がやってくる、悪いことをすれば不幸になる、
●住田 泰典さん
自分の人生は自分がやった行為によって全て作られる」という意味
来期のニコニコ委員長を拝命しました。かなり無理なお願いをしま
の言葉です。
すがお許し下さい。
自分に他人がやりたがらない仕事が回ってきたら、善い種を蒔い
●大村 貴之さん、内田 幸洋さん、田中 武さん､遠藤 隆浩さん､
ているのだと自分に言い聞かせ、悪い運命に遭った時は、過去に自
鴻野 幸泰さん､下屋 勝比古さん､田中 晶洋さん､田邊 淳さん､
分がやった悪い行為が生んだ結果だと自分を戒めることによって、
黒木 正人さん､杉山 和宏さん､榎坂 純一さん､松川 英明さん、
他人を羨んだり恨んだりすることなく自分に起こる全ての責任を
萱垣 敬慈さん
負えるようになりました。そうは言っても、ついつい因果律を忘れ
11 日（日）第 6 回飛騨高山ウルトラマラソン開催。約 3,300 名の
て他人に責任を押し付けそうになるので、自戒の言葉として念頭に
ランナーがビックアリーナをスタートし、古い町並み・美女高原・
置くように気を付けています。
高山スキー場・千光寺などを通って 100km・71km のコースを駆
け抜ける。皆さん沿道で声援を送りましょう！

人類に奉仕するロータリー

