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＜点 鐘＞ 会長 田中 雅昭 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞ 

 

＜本日の来訪者＞ 

 NPO法人 ムラのミライ 大塚 由美子 様 

 

＜本日のビジター＞ 

 高山西ロータリークラブ 松川 英明 様 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 田中 雅昭 
 

皆様こんにちは。 

地区大会が終わり、はや 2 週

間が過ぎました。その後お変

わりございませんか。あらた

めて今地区大会に際し全ての

会員の皆様には、2年も前から

準備をして頂き、大盛況の元、

成功裏に地区大会を終える事

が出来ました事に心より感謝

申し上げます。本当にありがとうございました。 

今回の大会は、剱田ガバナーの一方ならぬ地区大会への思

い（…）を島実行委員長がすべて受け入れ、全ての会員の

皆様による結束力によってなし得る事が出来たのではな

いでしょうか。そんな中でも、私は裏方さんの先進的な努

力に心奪われ、感動させて頂いた事に感謝すると同時に、

敬意を表したいと思います。まだまだ残務処理がたくさん

残っていますので、あと少し頑張って頂きますよう宜しく

お願い致します。 

本日はロータリー財団委員会の担当例会です。グローバル

補助金によるネパール支援についてＮＰＯ法人 ムラの

ミライ 大塚由美子様に卓話をお願いしてあります。会長、

幹事はすでにネパールへ行く準備はできております。どう

ぞ宜しくお願いします。  

さて会長支持率やいかに！！ 

 

＜幹事報告＞  幹事 中田 学 
 

◎ＲＩ本部 

  ・ザ・ロータリーアン誌 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

  ・財団室ニュース 11月号 

  ・11月ロータリーレート １＄＝102円 

◎ロータリー米山記念奨学会より 

  ・豆辞典・委員長の手引き・寄付マニュアル・ 

2015年度事業報告書＆決算書・ 

事業報告書統計資料・追加資料申込書 

○可児ロータリークラブより 

  ・ＩＭ出席の御礼 

＜高山市長より＞ 

  ・「高山市制施行 80周年 

記念式典」参加の御礼 

＜高山市文化協会より＞ 

  ・新年市民互例会・名刺交換会・ 

飛騨文芸祭表彰式開催のご案内 

   日時：平成 29年 1月 1日 

   会場：高山グリーンホテル 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

  ・第 33回家族スナップ写真展および第 25回家族の日

図画展の作品募集並びに広報活動依頼について 

 

 

＜ロータリー財団委員会＞ 永井 委員長 
 

グローバル補助金によるネパール（カトマンズ）支援につ

いて 

◆会長  田中 雅昭   ◆幹事  中田 学   ◆会報委員長 津田 久嗣  ◆会報担当 足立 常孝 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1109 回 
60 名 59 名 53 名 － 89.83％ 

前々回 

1107 回 
60 名 59 名 54 名 5 名 100% 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2016～2017 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「情熱と友情そして・・・永
と

遠
わ

に」 

＜出席報告＞ 
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『NPO 法人 ムラのミライ ネパールでの活動』 
NPO法人 ムラのミライ 

理事/事務局長 大塚 由美子 様 
 

1. ネパール概要 

面積：14.7万平方キロメートル 

人口：2,649万人(2011年) 

首都：カトマンズ、多民族・多言 

語国家 

学校では様々な社会的文化的背景

を持つ子どもたちが共に学習して

いる。 

政情不安：2008年連邦民主共和制への移行、 

2015年新憲法制定  

国内での政治的対立、政策変更等により人々の生活が不安

定となっている。 

2. ネパール大地震(2015年 4月 25 日 M 7.8) 

駐在員も被災したが、高山をはじめ日本全国のみなさまよ

り多くのご支援をいただいた。 

3. 環境汚染という課題 

カトマンズでは過去 30年ほどの間に人口が 3倍以上に膨

れ上がり、（42万人→147万人）収集されないゴミが川岸

にあふれ、深刻な環境汚染を引き起こしている。 

かつての農村型循環生活から、都市型消費生活に移行した

ことによるゴミ問題。一方、政情不安による行政サービス

の遅れがあり、住民による自治の必要性が高まっている。 

4. ムラのミライが目指す社会  

経済・環境・コミュニティのバランス

がとれた持続可能な社会を目指し、モ

ノを与える援助でなく、ヒトを育てる

支援を行っている。 

5. 立ち上がったディベンドラ氏 

ムラのミライのパートナー団体であるソムニードネパー

ルのディベンドラ氏は、かつてきれいだったふるさとのバ

グマティ川を取り戻そうと活動を始めた。彼は高山や日本

各地で、ゴミの分別を学んで行った。 

6. これまでのムラのミライと 

ソムニードネパールの活動 

①学校と連携した環境教育プロジェクト(先生と生徒が学

ぶことにより、家庭と地域にも知識を広げる活動) 

②分散型排水処理私鉄の建設(バクテリアの利用) 

③地域住民へのゴミ分別研修 

など 

7. ロータリー財団 グローバル補助金 申請中の活動 

・分別エコレンジャー(地域リーダー)の育成 

・彼らを中心とした地域でのゴミ処理のしくみの形成 

活動例 1：公園内に捨てられたゴミを分別し、回収処理の

代金を管理運営資金として補充 

活動例 2：河川のゴミ清掃活動、ゴミ収集の拠点整備 等 

8. ムラのミライのファシリテーション 

・インド等の地域づくりプロジェクトで開発した当事者主

体の課題解決を促すファシリテーション手法（対話型ファ

シリテーション）を活用し、研修を実施。 

・知識を「与える」のではなく、参加者が住む地域の実情

や生活経験を題材に、「自分の頭で考える」よう促す。 

・人材育成研修では、「地域づくりに必要な視点やスキル」

を学べるよう組み立てる。 
 

グローバル補助金が採択され、プロジェクトを実行できる

よう、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＜１１月のお祝い＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

仲谷 政美   Ｓ１９年１１月 １日 

高原 清人   Ｓ３２年１１月 ２日 

直井 泰司   Ｓ４３年１１月 ９日 

橋本 修    Ｓ２３年１１月１２日 

山本 辰男   Ｓ２７年１１月２１日 

黒地 重雄   Ｓ２７年１１月２５日 

清水 幸平   Ｓ２６年１１月２６日 

 

＜夫人誕生日＞ 

都竹 太志   あやこ  １１月 ４日 

平林 英一   紀子   １１月 ６日 

村瀬 祐治   ひとみ  １１月 ８日 

高橋 厚生   佳美   １１月 ９日 

高原 武夫   優子   １１月２４日 

松之木映一   洋子   １１月２６日 

岡崎 壮男   さとみ  １１月２９日 

 

 

 

 

 

＜結婚記念日＞ 

高原 清人   Ｓ５６年１１月 ２日 

足立 常孝   Ｓ５３年１１月 ８日 

岡崎 壮男   Ｈ ４年１１月 ８日 

村瀬 祐治   Ｓ５９年１１月１０日 

山本 辰男   Ｓ５３年１１月１４日 

渡辺 甚一   Ｓ５５年１１月１５日 

和田 良博   Ｓ５４年１１月１７日 

大原 誠    Ｓ５８年１１月２０日 

周  信夫   Ｈ ５年１１月２３日 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
本日はメーキャップさせて頂きます。貴クラブへ初めて出
させて頂きますがよろしくお願い致します。 
 高山西ＲＣ 松川 英明 様 
 
NPO法人ムラのミライ 大塚由美子様、高山西ＲＣ 松川
英明様のご来訪を心より歓迎致します。大塚様におかれま
しては、本日卓話を頂きます。よろしくお願いします。  
 理事役員一同 
 
ムラのミライ 大塚由美子様、高山西ＲＣ 松川英明様の
ご来訪を心より歓迎致します。大塚様、お世話になってお
ります。本日は卓話を楽しみにしています。 
 永井 信次／今井 俊治 
 
大塚様、本日は卓話をお願いします。松川様のご来訪を歓
迎致します。  新井 信秀 
 
松川英明様のご来訪を歓迎致します。  坂之上 健一 
 
島実行委員長の強烈なリーダーシップの元、大きな大きな
イベント地区大会が無事終えられたことに感謝申し上げ
ます。また、20年後には、2度目のガバナーが誕生するの
ではと思いますが、私は米寿を迎える頃です。同じように
シルバーさんと一緒に交通整理をやれと言われれば喜ん
でやります。年寄りに優しい高山中央ロータリークラブで
あり続ける為にも・・・。 橋本 修 
 
ロータリーデーが無事開催できました事に感謝してニコ
ニコへ。約 1年前に担当委員長を拝命し、剱田ガバナーを
はじめ皆様にご心配頂きましたが多くの皆様のご協力を
頂きました事感謝の気持ちでいっぱいです。また、企画か
ら色々アドバイス頂きました足立さん、橋本さん本当にあ
りがとうございました。 下田 徳彦 
 
地区大会開催中ロータリーデーに皆様のご協力賜りまし
て最後の後片付けも助けて頂きました。ありがとうござい
ました。  足立 常孝 
 
ＪＡひだ 米のコンクールで特別賞を頂きました。 
 渡辺 甚一 
 
 
 

 
 
 
 
地区大会大成功に終わり皆様ご苦労様でした。中には気が
抜けてしまった方もいるでしょか。剱田ガバナーご苦労様
でした。また、妻への誕生日のお花ありがとうございまし
た。  平林 英一 
 
10/22.10/23の地区大会成功に終わりお疲れ様でした。入
会して 1 年経っておりませんが貴重な経験をさせて頂き
ました。 古橋 ひと実 
 
直前会長幹事大保木さん、坂之上さんをはじめ全会員の皆
様、ＲＩ会長賞ゴールドを受賞しました。おめでとうござ
いました。今年度も引き続き受賞に向けて努力いたします
のでご協力をお願いします。 田中 雅昭 
 
地区大会、皆様お疲れ様でした。また、会場にて「栗よせ」
の販売をさせて頂きありがとうございました。お礼を込め
てニコニコへ。 中田專太郎 
 
地区大会ご成功誠におめでとうございました。今回もあま
りお役に立てず申し訳ありませんでした。またと無い希少
な経験を積ませて頂きありがとうございました。感謝・感
謝と心の中で手を合わせ頂いております。お詫びと心より
の御礼の意を込めてニコニコへ。 海老沢 玲子 
 
高山市制 80 周年に多くの皆様に祝って頂きありがとうご
ざいました。 西倉 良介 
 
妻の誕生日に花をありがとうございました。二人目の内孫
が誕生しました。 和田 良博 
 
本日予期せぬ臨時収入がありましたのでニコニコへ。よく
考えたら自分のお金が戻って来ただけなのですが？？？ 
 高木 純 
 
先日の母の葬儀にはお参りやご厚志、誠にありがとうござ
いました。 三枝 祥一 
 
久しぶりの例会ですが早退させて頂きます。久々野 国良 
 


