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＜会長の時間＞

米澤 久二
鴻野 幸泰
新井 典仁

17-18 年度会報月間写真 お城シリーズ
12 月 金沢城④五十間長屋
新井 典仁

＜幹事報告＞

12/15 クリスマス家族例会 多数の
参加ありがとうございました。交換留
学生ノエミを始めご家族の皆さんを
中心とした例会で、手作り感、一杯の
楽しい例会でした。クラブ奉仕委員会
と SAA の皆様そして参加された会員の皆様に大変お世話なりまし
た。ありがとうございました。
今年最後の例会ですので豆知識を一つ。バトミントンのことです。
高山は案外バトミントンが盛んです。雪国のせいかインドアのスポ
ーツとして盛んです。ではバトミントンの発音ですが、皆さんどう
発音されますか。多くの方は使い慣れているからバトミントン、バ
トと言っていますが、実際は違うそうです。本当はバドミントン、
バドとトが濁るそうです。語源は諸説あるそうですが、イギリスの
田舎の地名からと言う説が有力だそうです。豆知識でした。
私はこういった言葉の遊びが好きです。趣味までいきませんが言
葉をいろいろ調べたりします。言葉の遊びの一つの例として紹介し
ます。日本語で「参加」と言う言葉があります。例えば RC の活動
に参加する、とかで使われます。これを英語的に表現すると、take
part in となろうかと思います。いわゆる英語的には参加とは part
を担う、何かの役割を担うと言う意味があると思います。日本語的
には参加にはいろいろ意味があろうかと思います。席に座っている、
出しゃばらずに、目立たずに席に座っているだけ。なんていうのも
「参加」になると思います。日本の感覚でいうと参加とは 出席し
て単に椅子に座っているだけでもオーケです。
入会間もないころ、RC は役員や委員は１年で交代する。会員全
員が一年交代でいろんな役割を担う、RC では会員全員がなにかの
役割を果たしていると思いました。これはロータリー発祥の地アメ
リカ流のやり方と、勝手に思っておりました。RC は全員参加 当
事者意識を持って役割を担う、これが RC だ、なんて感激しており
ました。
クリスマス例会の時、クラブ奉仕委員の皆様、SAA の皆様そして
参加の皆様がまさに全員参加で準備、運営にあたってくださり、そ
して後片付けも多くの会員の方が残りたずさわっていただきまし
た。この時はロータリー活動への参加は、まさに役割を担う take
part in だと感激しました。
今年は様々な活動で皆様に take part in 役割を担っていただき
ました。本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いし
ます。

◎ガバナー、地区職業奉仕部門委員長より
・職業奉仕研修セミナー開催のご案内
日
時
2 月 25 日(日)
13：00 点鐘 16：30 閉会
場
所
岐阜都ホテル
参加要請
次期職業奉仕委員長、次期情報委員長、他
◎ガバナー、地区青少年交換部門委員長より
・派遣学生受入学生ＯＬおよび春期受入学生修了証書授与式開催のご案内
日
時
1 月 21 日（日） 午前 11：00～
場
所
ホテルグランヴェール岐山
出席要請者
受入学生、カウンセラー
・交換学生スキーの集いのご案内
日時
3 月 26 日（月）7：00 ～28 日（水）18：30
場所
白馬東急ホテル
◎高山市スポーツ少年団より
・平成２９年度高山市スポーツ少年団大会について（御礼）
◎高山市叙勲褒章受章祝賀会事務局より
・高山市叙勲褒章受章祝賀会の開催について
日時
１月２９日（月）１６：００
場所
高山グリーンホテル
◎台北市松年福祉會（玉蘭荘）より
・クリスマスと新年の挨拶
＜受贈誌＞
美濃加茂ＲＣ（会報）
、可茂ＲＣ（会報）
、米山記念奨学会(ハイ
ライトよねやま２１３)、一財団法人比国育英会バギオ基金（2016
年度事業報告書）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

30 名

3名

33 名

40 名

82.50％

本日

35 名

－

35 名

40 名

87.50％
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＜本日のプログラム＞
職業分類・選考委員会
委員長
挾土 貞吉
私は今日のこの担当例会、委員
長を受けた当初から大変楽しみに
していました。それは我が西クラ
ブ50 周年が終わった後の井辺会長
の時、会員増強委員長は固く 10 人は入会させますと言われました。
その流れで今期においても年内に 5～6 人の選考は堅いだろうと期
待し、この担当例会では選考に於ける問題、また職業分類の『わく
わく』する話を皆さんにする予定でいました。
しかし残念なことに、本年度はまだ一度しか選考委員会を開催し
ていません。私共の委員会は、働きたくとも正直する仕事が無く待
ちの姿勢で毎日うずうずしています。仕事を与えていただくよう、
今はこの場で会長幹事をはじめとする会員増強委員会、いや我がク
ラブ全会員へひたすらお願いするのみです。会員増強なくして西ク
ラブの発展はありえません。念願のガバナー輩出への鍵でもありま
す。但し我が委員会「選考」は「職業を通して社会に奉仕する品格」
ある人のみ入会とし選考は厳しくいたします。
これ以上当委員会として話す言葉が無く、貴重な時間を私のくだ
らぬ愚痴や馬鹿話では申し訳なく、委員会として検討した結果、講
師例会を持つ事とし、皆さん良くご存知のボーイスカウトをはじめ
とする青少年育成他、数多くの奉仕活動に尽力され、今現在高山市
青少年育成市民会議会長、岐阜県青少年育成推進指導員協議会副会
長、また高山保護区、名誉保護司であらせられ、叙勲の栄に浴され
ました塩屋節次様に無理なお願いをして来ていただきました。
今年もあと 9 日で終わります。この一年振り返ってみますと北の
国から何時ミサイルが飛んでくるかもしれない不安な年でしたが、
明るいニュースとして将棋四段の藤井聡太や、若いアスリート達の
素晴らしい活躍が脚光を浴び、勇気と感動を与えてくれました。
その反面、大国のリーダ達が自国第一、自我を通し不安要因一杯
です。又我が国においても不幸な悲しい事件や犯罪が多くありまし
た。政治では「一線は越えていません、記憶にありません、記録を
破棄しました」と嘘ぶき、それを間違った『忖度』や『排除』する
政治家、経済界においても企業倫理も無く、金儲けのみに走る日本
を代表する事業家や大企業が頭を下げる有様で、日本の誇るべき物
づくりの信用失態です。許せません。
加えて許せないのが、神様に仕える人「宮司」が人を殺める、警
察の金庫の大金が盗まれ犯人が捕まらない、また人を殺してみたか
った、生きる望みを無くした若者 9 人も殺傷し部屋に置く変人がい
る今の悲しい世相、現状です。
善悪わきまえず、義理人情、正義感なくした人間社会、一体何が
どうしてこうなっているのか、保護司活動や青少年問題を通してお
話ししていただけたらと思っています。それでは残り時間少なくな
りましたが、塩屋会長様宜しくお願いします。

高山市青少年育成市民会議の取り組みについて
高山市青少年育成市民会議
会長 塩屋 節次 様
本日は、お招きを頂きまして有難う御座います。高山市青少年育
成市民会議の現在の取り組みと、今後の重点課題についてお話を致
します。
先程、私を御紹介下さいました挾土さんは、青少年育成市民会議
の役員として長年にわたりお力添え頂いており深く感謝して居り
ます。又、高山市少年補導センター、高山保護区保護司会でも多大
な尽力されておられ敬服しています。
高山市青少年育成市民会議では、29 団体と 54 人の青少年育成推
進員の御協力で構成されています。当クラブ様にも御協力を頂いて
います。又、当クラブ様には青少年育成のひとつとして小中学校 9
年間の皆勤生徒に表彰が行なわれています。顕彰された生徒にとっ
て大変名誉な事であり今後の大きな励みに成る事と思います、青少
年育成の面からも継続されることを願っています。
さて、青少年育成市民会議の事業の取り組みは大きく 3 点ありま
す。
１．高山市
… 市民文化会館にて、全市中
少年の主張コンクール 学校 12 校 16 名が参加し発表され
ました。
２．少年野外活動
… 全市より小中学生 46 名指導者 20
名が参加して規律ある中にも楽し
いキャンプを行ないました.
３．家族スナップ写真展 … 市内各所より一般者、小中学生の
家庭の日図画展
多くの方に参加を頂き展示する事
ができました。
以上の他、7 月、11 月には青少年健全育成の街頭啓発活動を続け
ています。
今後、取り組みの中での重点は、青少年がスマホ等に代表される
情報機器を危険なく利用されるよう啓発して行く事が大切と考え
ています。既に学校、PTA 等では活動されていますし、生徒の皆さ
んが自ら律する活動をされています。青少年育成市民会議は青少年
育成推進員を中心として地域、家庭での啓発をはかって行く所存で
す。スマホ等は正に文明の利器です。しかし、少年には危険もあり
看過できないものが有り、家庭での取り組みが一番大切だと思って
います。先頃開催されました青少年育成者全国研修会での講師の
言葉が心に残っています。曰く、お父さん、お母さん、じいちゃん、
ばあちゃん、子どもさんやお孫さんがスマホを所持した時は、一言、
「いいか、何か困ったことがあったら俺に(私に)話せよ」でした。
何か大変な時には子ども逢の心が反応してくれるものと思います。
家庭の子どもは家庭で、地域の子どもは地域で、全国の子どもは全
国で、守っていかねばならないと思っています。
本日は、有難う御座いました。
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＜ニコニコボックス＞
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
①12/15のクリスマス家族例会、
とても楽しい時間を過ごせました。
クラブ奉仕委員会、Ｓ．Ａ．Ａの皆様、そして参加された皆様あ
りがとうございました。
②今日は高山市青少年育成市民会議会長 塩屋節次 様のご来訪あ
りがとうございます。本日の講話よろしくお願いします。
●挾土 貞吉さん、平 義孝さん
今回は今年最後の例会で、職業分類・会員選考の担当例会です。青
少年育成、また保護司活動等で尽力され、叙勲の栄に浴されてお見
えで、私の最も尊敬しています塩屋節次様に、この年末講師共にお
忙しい中無理にお願いし来て頂きました。短い時間で恐縮ですが卓
話宜しくお願いいたします。
●門前 庄次郎さん、古橋 直彦さん
塩屋節次様には、本日はお忙しい中をご来訪いただきありがとうご
ざいます。また日頃より色々な所でお世話になり感謝しています。
本日の卓話楽しみにしております。宜しくお願いします。
●堺 和信さん
15 日に開催しましたクラブ奉仕委員会担当のクリスマス家族例会
に、奥様方やお子様方に多数参加頂きましてありがとうございまし
た。大変楽しく盛り上がって皆さん喜んで頂けたのではないかと思
います。本当にありがとうございました。
●伊藤 松寿さん､岡田 贊三さん､田近 毅さん､内田 幸洋さん､
斎藤 章さん､田中 武さん､下屋 勝比古さん､田邊 淳さん､
松川 英明さん、萱垣 敬慈さん
15 日のクリスマス家族例会にご参加の皆さんお疲れ様でした。続
いて年明けは新年家族例会です。益々ワクワクの輪が広がります。
●塚本 直人さん
先週のクリスマス家族例会では家族 4 人がとても楽しく参加させ
ていただきました。米澤会長、鴻野幹事、そして堺委員長ありがと
うございました。お陰様で平成 26 年も無事結ぶ事が出来そうです。
皆様には今年もお世話になりました。素敵なクリスマスを!!
●遠藤 隆浩さん
①米澤会長、鴻野幹事、半年間お疲れ様でした。来年もよろしくお願い
いたします。
②クリスマス例会、大変楽しく過ごさせていただきました。山下直哉さ
んのクリスマスソングが今でも頭を離れません
③結婚記念日のお祝いありがとうございました。
④遠藤税理士事務所が今年50 周年を迎えさせていただきました。
これも
ひとえに皆様のお陰でございます。ありがとうございました。
●大前 克秀さん
ご苦労様です。古民家再生協会の月刊紙を配布させてもらっていま
す。お読みいただければ幸いです。
●伊藤 松寿さん､内田 幸洋さん､向井 公規さん､井上 正さん､
住田 泰典さん､黒木 正人さん､杉山 和宏さん、
派遣交換学生の萱垣杏花さんから近況報告の写真が届きました。現
地のロータリークラブの主催するサマーキャンプ（南半球の今は
夏）に参加し交流を深めたということです。1 年間素晴らしい経験
をして頂く事を期待しています。
●井辺 一章さん
本日より 3 日間神岡まで通う事になりました。本日は早退させてい
ただきます。
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