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＜点 鐘＞ 会長 永家 将嗣 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞  

＜本日のビジター＞  

高山ロータリークラブ  福井 辰弘 様 

＜本日のゲスト＞  

ロータリー財団奨学生  清水 志野 様 

青少年交換留学生  

ヴィクトリア アン マチセン 様 

 

＜会長の時間＞ 会長 永家 将嗣 
 

皆さんこんにちは、ここのところ３週連続で移動例会でし

たので 久しぶりのホームでの例会という事で何かホッと

した気持ちです。 

先週の浴衣例会は

大雨の影響で欠席

者も多く会員の皆

さまに被害があっ

たのではと心配し

ておりましたが、

幸いにして会員の

皆様には直接的な

被害はなかったようでした。しかし多くの災害に合われた

市民の方の事を思うと胸が痛みます。一日も早く元の生活

に戻られることを願うばかりです。 

さて本日はロータリー財団奨学生の清水志野さんと交換

留学生のヴィクトリア アン マチセンさんをゲストに

お迎えしております後ほどスピーチをお願いします。 

ロータリーの組織の中に５大奉仕の一つとして新世代委

員会がありその下に４つの小委員会があります。今回の交

換留学生事業を行っているのは青少年交換小委員会です。 

この活動は国と国の関係をはぐくみ平和な世界を築くと

いうロータリーの世界的使命に沿った活動を意識してい

ます。 

交換留学生たちはそれぞれが自らの意思で留学の道を選

択しました。しかし日本では年々 海外留学志望者が減少

しています。原因は少子化の影響もあるかもしれませんが、

日本人学生の内向き傾向が強まり外国に出るリスクの恐

れが一番の要因だそうです。 

これを打ち破るためにもビクトリアには是非 10月の出前

講座で全体講演をしてもらいたいと思います。 本日もよ

ろしくお願い致します。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 高原 清人 
 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

 ・ＲＩ財団室ニュース 8月号 

 ・「第 13回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

  日 時：10月 11日（土）10：00～17：00 

  会 場：日本棋院会館 

  登録料：7,000円 

  ホストクラブ：東京ロータリークラブ 

 ・地区大会のご案内 

  日にち：10月 18日（土）～19日（日） 

  会 場：岐阜グランドホテル 

  登録料：10,000円 

 ・ロータリーレート 

  9月は１＄＝１０２円 

〇濃飛グループガバナー補佐より 

 ・ガバナー補佐訪問のお礼状  

 ・濃飛グループインターシティミーティングのご案内 

  日 時：10月 12日（日）10：00～ 

  会 場：シティホテル美濃加茂 

  登録料：10,000円 

〇ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま１７３号 

〇米山梅吉記念館より 

 ・館報 Vol.24 

・秋季祭礼のご案内 

日時：9月 13日（土）14：00～ 

〇高山ロータリークラブより 

 ・高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会のご案内 

  日時：9月 18日（木）12：30～ 

  会場：ホテルアソシア高山リゾート 

〇高山西ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

9月 12日（金）→13日（土） 

社会福祉センターおよび「よって館★しもちょう」 

    「よって館★しもちょう」開所式例会 

9月 19日（金）→18日（木） 

ホテルアソシア高山リゾート  

◆会長  永家 将嗣   ◆幹事  高原 清人   ◆会報委員長 岩垣津 亘  ◆会報担当 田中 雅昭 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1016 回 
53 名 52 名 44 名 － 84.62% 

前々回 

1014 回 
51 名 50 名 37 名 5 名 84.00% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2014～2015 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「心に響き 心に残り そして心が熱くなる」 
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高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会 

10月 10日（金）休会 定款により 

＜岐阜県環境生活部人権施策推進課より＞ 

 ・人権だより No．58 

＜活動計画書＞ 

 ・美濃加茂ＲＣ  ・加茂東ＲＣ   

＜会報＞ 

 ・美濃加茂ＲＣ  ・加茂東ＲＣ 

＜その他＞  

 ・文苑ひだ 第 7号 

 

 

交換留学生  

ヴィクトリア アン マチセン さん 挨拶 
 

みなさん、こんにちは。17歳のヴィクトリアです。はじ

めまして。ノルウェーから来ました。私の郷はボードー 

ノルウェーの北の方にあります。人口は、4万人です。ボ

ード―には、港、大学、軍事基地があります。ボード―は

素敵な自然に囲まれています。沢山の森と海があります。

家族は、父、母、妹、犬です。父は、ボード―の港のディ

レクターです。

父もロータリ

ーアンです。母

は、幼稚園に勤

めています。妹

は 14歳の中学

生です。私の趣

味は、踊る事と

写真を撮るこ

とです。日本の

料理、文化、言

語、音楽などが面白いと思います。それが私の日本に来た

い理由です。日本に居るのは本当に嬉しいです。一緒に沢

山の思い出を作りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

ロータリー財団奨学生  
清水 志野 さん帰国報告 

 

「2012年 8月からロータリー奨学生としてロンドンにあ

るロンドンビジネススクールに留学し、2014年 7月に卒

業しました。この学校は、ロンドンにあるものの、約 90％

はイギリス国外からの留学生で、68ヵ国からの学生で構

成されています。 

欧米で見る世界地図は、日本では見慣れない、イギリスが

中心のものであり、文字通り世界の中心に位置する、国際

色豊かなロンドンでの学生生活は、価値観が変わるような

貴重な経験となりました。 

その中でも、特

に、日本は素晴

らしい国であ

ると改めて実

感しました。一

年目の春休み

には、ジャパン

トリップとい

う修学旅行を

日本人のクラ

スメイトと企画して、109人の外国人クラスメイトを引率

し、一週間かけて京都、広島、名古屋、東京を訪れました。

外国人クラスメイトに日本を案内することで、留学前は気

付かなかった日本の良さが発見できました。きれいに清掃

された道、ホームで電車待ちの乗客が行儀よく一列に並ぶ

様子、コンビニエンスストアの店員の丁寧なサービスと、

初めて日本に来る同級生はとても感動し、魅了された様子

でした。また、日本はとても住みやすい国であると感じま

した。授業の一環で、経済成長著しいインドやイスラエル

などを訪問しましたが、衛生面で何不自由なく生活できる

ことや、戦争がなく平和を保てることの有り難さなど、他

の国を訪問して気が付く良さもありました。そのような素

晴らしい国に生まれ育ち、日本人であることを誇りに思え

ました。 

ロンドンでお世話になったロータリーの方とは、渡英前か

ら頻繁にメールを下さり、家探しや学校生活についてアド

バイスを頂きました。また、アサインされた地区での会合

以外にも、他のロータリークラブを含むロンドン全体の会

合も四半期に一度はあり、そういった場でのロータリーの

メンバーの方とのコミュニケーションを通じて、イギリス

の一般的な生活や経済情勢などを教えて頂きました。留学

前から二年間に渡り、留学生活を親身になって支えて下さ

り、留学生活をより充実させることができたと振り返って

います。 

9月から東京で働き始めますが、今後はビジネスを通して、

日本人として日本のことをもっと世界に発信したいと考

えております。また、留学経験をお伝えすることで、ご支

援頂いたロータリーの方々および、これから留学しようと

される学生の方にとって、少しでもお役に立てればと考え

ております。 

今後とも宜しくお願い致します。 

 

＜入会セレモニー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新入会員の紹介＞  
 

推薦者 新井 信秀 
 

鶯塚さんのご紹介をさせて頂きます。昭和 29年 4月に千

葉県でお生まれになられ、地元

の高校を卒業後、東北大学歯学

部に入学。昭和 54年卒業後、

平成 3年まで（財）ライオン歯

科衛生研究所付属診療所に勤

務、平成 3年から奥様のご実家

のある高山市松之木町で、うぐ

いすファミリー歯科医院を開設 現在に至っています。日

本小児歯科学会の認定医であります。平成 23年からは高

山歯科医師会の会長をお務めです。  
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鶯塚 英雄 
 昭和 29年 4月 26 日生まれ 

 (医)うぐいすファミリー歯科 理事長 
 

60歳になりましたので「60

にして耳に従う」と言われる

ように、皆様の色々な意見を

聞いて知識と見識を深めて

行きたいと思っています。こ

れから宜しくお願いします。 

 

推薦者 長瀬 栄二郎 
 

植木眞吾さんをご紹介いたします。 

植木さんは一級建築士事

務所・有限会社アソートプ

ランニングの代表で、住

宅・店舗の設計・施工をお

仕事とされています。 

昭和 31年 7月 18日の高山

生まれ、高校卒業後に名古

屋にて建築関連の専門学

校を卒業。 

小牧の設計事務所にて 10年ほど勤務の後、高山へ戻り、

柏木工にてデザイン部門に勤務。 

その後、平成 12年に設計事務所を開業されました。 

上岡本 2丁目に事務所とご自宅を構えておられます。 

ご趣味はゴルフです。 

高山中央クラブには関連するお仕事に携わる方々も多い

ところ、公私ともに友好な関係を築かせていただけました

ら何より幸いに存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げま

す。 

植木 眞吾 
 昭和 31年 7月 18 日生まれ 

 (有)アソートプランニング 代表取締役 
 

経営者として悩み事があっ

ても相談する所もなく、愚

痴を言える所もない。そん

なところはないかなぁと思

っている時ロータリーに誘

って頂きました。入会する

以上は、1人のロータリアン

として活動させて頂きその中で勉強させて頂きたいと思

います。趣味のゴルフと共に皆様と楽しんでいきたいと思

いますので宜しくお願いします。 

 

＜8月のお祝い＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

岩垣津 亘   Ｓ２９年 ８月２６日 

前越 路子   Ｓ３１年 ８月２６日 
 

＜夫人誕生日＞ 

谷口 欣也   とも子   ８月 ４日 

長瀬栄二郎   まり子   ８月２８日 
 

＜結婚記念日＞ 

島  良明      Ｓ５０年８月１５日   

 
 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

高山ＲＣの福井です。来月は何度もお邪魔するかもしれま
せん。本日はよろしくお願いします。 

          高山ＲＣ 福井 辰弘 様 
 

久しぶりのホームでの例会です。懐かしい気がします。鶯
塚英雄さん、植木眞吾さんのご入会おめでとうございます。
交換留学生ヴィクトリアさんのご来訪を歓迎申し上げま
す。また、ロータリー財団奨学生清水志野さんの無事の帰
国をお慶び申し上げます。        理事役員一同 
 

清水志野さん、ヴィクトリアさんのご来訪を歓迎致します。
後程スピーチをお願いします。また、今月から我々の仲間
となられます鶯塚さん、植木さんこれから末永くお願いし
ます。                  永家 将嗣 
 

８月はじめてのホテルでの例会です。高山ＲＣの福井さん、
新会員さん、清水さん、ヴィクトリアさん、ようこそ。久々
の新鮮な例会です。            足立 常孝 
 

鶯塚さん、植木さん、ご入会を歓迎致します。仲良くお付
き合いください。             新井 信秀 
 

Victria Plere enjoy your stay in TAKAYAMA. Good lack 
your stay.You can do it.          周 信夫 
 

新会員さんのご入会おめでとうございます。鶯塚さん、近
所ですので今後、飲み会のときはよろしくお願いします。 

                橋本 修 

 

 

 

新会員 鶯塚さん、植木さんの入会を歓迎致します。清水
さんとヴィクトリアさんもようこそ。昨日、高山市の新し
いリーダーが決まったことをお祝いして。  伊藤 正隆 
 

ヴィクトリアをよろしくお願いします。鶯塚先生、植木さ
ん真面目な中央にようこそ。   高木 純・下田 徳彦 
 

清水志野さん帰国おめでとうございます。今後のご活躍を
御祈念申し上げます。本日はイギリスでの経験談を楽しみ
にしています。              清水 幸平 
 
昨日の高山市長選告示日で国島市長の２期当選が無用票
で確定しました。今後４年間頑張らせて頂きます。本日は
国のお客様の対応で欠席します。      西倉 良介 
 

先日の災害復旧において社員や色々な企業にご協力頂き
対応が出来ました。改めて建築業の持つ力を感じると共に
社員の頑張りに敬意を表してニコニコへ。  高橋 厚生 
 

8/2のロータリーデーにて、娘を連れて参加させて頂きま
した。皆様に気を使って頂き娘も楽しかったようです。あ
りがとうございました。          高橋 厚生 
 

本日はニコニコデーでしょうか。本当に沢山ありがとうご
ざいます。清水志野さんお久しぶりです。ヴィクトリアさ
んようこそ。お話が楽しみです。鶯塚さん、植木さん、ご
入会おめでとうございます。楽しいクラブです。楽しい仲
間がいっぱいです。よろしくお願いします。 平林 英一 
 

本日早退します。             新宮 一郎 


