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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一 

＜ソング＞ 奉仕の理想 

＜ビジター＆ゲスト紹介＞ 

高山西ロータリークラブ 

谷井 伸之 様 

 

＜会長の時間＞ 三枝 祥一 

 

 先日の、ガバナー公式訪問例会、ご苦労様でした。 

ガバナーのお話の中でもありましたが、今年度の RI の 2

大目標は、子どもの死亡率低下と、会員増強です。 

本年度、1日 4 万人の子どもの死亡を 1万 3千人へ減らす

目標は実現不可能になったということですが、増強におい

ては大変喜ばしいことにわが中央クラブに本日、元会員中

田金太さんのご子息、中田学くんが入会をしていただきま

した。末永くお付き合いをお願い致します。 

 さて、ひとつだけコマーシャルをさせていただきますが、

市がつくる組織のひとつで、高山市要保護児童等対策地域

協議会があります。 

そこでの研修会で、子どもへの暴力防止研修会（CAP おと

なワークショップ）～子どもを信じ、信頼されるおとなで

あるために～と題して 11 月 21 日午後 1 時 30 分より飛騨

位山文化交流館で行われます。 

CAP とは Child Assault Prevention（子どもへの暴力防止）

の頭文字をとったもので、子どもが暴力から自分を守るた

めの人権教育プログラムです。 

CAP には、子どもワークショップと大人ワークショップが

ありますが、今回は大人ワークショップで、子どもを守る

ために大人ができることは何かを学びます。定員は 100

名ほどですが、興味のある方は、ぜひご出席ください。 

 

＜幹事報告＞ 幹事 足立 常孝 

 

◎ ＲＩ本部より 

・ロータリーアン誌 
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・ロータリーワールド紙 

・国際ロータリー理事指名委員会の報告 

・第１００回世界大会資料 

◎ ＲＩ日本事務局より 

・ロータリーレートの変更のお知らせ 

 11 月より 1＄＝100 円 

◎ 2008－2009 年度 ロータリー財団委員長より 

・ポリオ撲滅１億ドルチャレンジ寄付について 

◎ ロータリー米山記念奨学会より 

・ハイライトよねやま 104 号 

 

○ 高山西ロータリークラブより 

・ 例会変更のお知らせ 

10 月 31 日（金）17：30～ 

飛騨世界生活文化センター 

○ 市川東ロータリークラブより 

・ 10 月 6 日訪問の御礼・会報・バナー 

 

＜経済通産省 経済産業政策局 新規産業室より＞ 

・ ベンチャー企業育成に関するご協力のお願い 

＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞ 

・ 人権たより№35 

・ 「人権啓発フェスティバルｉｎ岐阜」 

開催のご案内 

＜飛騨地域医療を考える会より＞ 

・ 地域医療を考える集いのご案内 

日時：11 月 1 日（土）13：30～15：30 

会場：高山市市役所市民ホール 入場無料 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

・ 岐阜県青少年健全育成県民大会の参加の依頼 

    日時：11 月 7日（金）13：15～16：00 

    会場：飛騨市文化交流センター 

・高山市青少年育成市民会議主催事業への協力と 

後援の依頼 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

773 回
48 名 42 名 39 名 － 92.86%

前々回

771 回
47 名 41 名 34 名 2 名 95.12%

＜出席報告＞ 
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    事業名称＝家族スナップ写真展・家庭の日図画展 

    日時：12 月 5日（金）～7日（日） 

    会場：高山市民文化会館 

（作品応募期間＝10 月 22 日～11 月 21 日） 

＜高山市市民部生涯学習課より＞ 

・ 平成 20 年度飛騨地区社会教育振興大会の開催に

ついて 

    日時：11 月 12 日（水）13：00～16：00 

    会場：下呂市星雲会館 

 

 

＜入会セレモニー＞ 

 

新会員の紹介 

 

㈱中田電気工事 

代表取締役 中田 学 

高山市岡本町 2-172-3 

推薦者：劔田 広喜 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

職業奉仕委員長       和田 良博 

 

インターンシップ受入企業の事例発表 

              足立 常孝 

 こんにちは、人前でお話をする事は、大変だな！！意外

だな!！と思いました。それは、7月 28 日のクラブアッセ

ンブリーの例会で、その日は、第一回目のガバナー補佐長

瀬さんの公式例会訪問の時でした。幹事報告の中で、「入

会して 16 年目に、ようやく幹事を務めさせていただきま

す。」と、皆さんに話した内容を、10 月の 3クラブ合同ガ

バナー公式訪問例会の前夜、宴席で懇談していますと、長

瀬ガバナー補佐から、「足立さん」「幹事をされるのに、16

年もかかったんですね。」と、突然言われて、冗談もなか

なか言えないとびっくりしました。 

 さて、4 月 19 日の地区協議会に参加して、会長・幹事

研修セミナーに、三枝会長と参加していまして、岩本ガバ

ナーエレクトが講演された内に「ロータリー活動をする上

で一番大切な事は、例会に参加することである。」「二番目

は、会員増強である。」といわれた事が、記憶に残ました。 

 例会出席が最大限の義務であれば、100％出席に近い例

会が多いクラブは、活性化と増強ができているクラブであ

る。魅力ある例会を頭に入れて、一年間務めようと思いま

した。 

 その思いを形にする例会が、本日の例会でした。100％

出席例会を計画しその予定日が、本日だったのです。残念

ながら仕事の都合で、月始に、出られない方が判り、やむ

なく企画は、中止になりましたが、新年明けて後期に、も

う一度 100％出席例会を、企画いたしますので、皆様のご

協力をお願い致します。 

 さて、偶然にも、「100％出席例会が、失敗した本日例会

で、10 分スピーチをしなさい。」と職業奉仕委員長の和田

さんからご指名をいただきましたので、溝際さんの前座を、

させていただきます。 

 「インターンシップの受入企業の実例発表」についてと

いうテーマをいただきました。 

 中学生・高校生の職場体験学習を、毎年お引き受けして

おります。中学生は、松倉中と東山中・高校生は、西高校

の生徒さんが、1 店舗に 2 名 1 組で、期間は、3 日間～5

日間の体験実習をします。 

ガソリンスタンドの現場実習ですので、1日目の最初に、

接客のイロハであります。大きな声の挨拶からお辞儀の仕

方を教えます。危険物の取扱になる給油作業は、3日間実

習では指導いたしません。洗車の窓拭きやタオルの洗濯等

の作業体験をしてもらいます。 

 実習生の服装は、上下運動着・運動靴は、各自持参させ

て、作業帽子と Tシャツと名札を準備して渡します。 

 生徒さんに対しては、一生懸命に夢中になりすぎて、つ

いつい、スベル・コロブ・ドアに手をハサムといった、怪

我をされる事に、一番気を使いますし注意もします。 

 最近の実習生は、学校で事前に教育指導されていて、ま

じめに一生懸命に体験研修されます。作業中に接客でのト

ラブルなどありませんが、以前は、何回指導しても、笑顔

の造れない生徒や、「はい。」と、返事のできない生徒もい

ました。中には、職場放棄して帰宅する生徒もいました。 

 近年は、中学校でも高校でも実習生への企業管理職レポ

ートの依頼があります。店長の中には、「評価してレポー

トに記入するのが、やっかいだ。」と言っているのもおり

ました。学校側では、体験した生徒達にも感想文を書かせ

て、次年度用の資料として、学校に保存しているそうです。 

 勤労対価として、将来、お客様になりうる金の卵である

体験実習生各自に、1日 500 円ぐらいを目安として、最終

日に図書券と作業時に着用した Tシャツを、渡すようにし

ております。 

 インターンシップの受入詳細は、溝際さんよろしくお願

い致します。 

 体験学習性の受入については、以上です。 

 

わが社の「インターンシップ」受入 

              溝際 清嗣 

1.「インターンシップ」について 

・「インターンシップ」という意味は、学生が一定期間、

企業等の中で研修を目的として働き、自分の将来に関連

ある就業体験を行える制度となっています。 
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・わが社に残っている資料では、平成 14 年から受入をし

ていますが、高等学校のほかに中学校からの類似した受

入も行っています。 

2.高等学校生徒さんの受入 

・平成 14 年は 2校からの依頼がありましたが、「企業実習」

及び「産業現場実習」という名称でした。「インターン

シップ」という表現は平成 15 年から見られ、説明とし

て「産業現場実習」とか「就業体験学習」という表現が

加えてありました。 

・目的として「産業現場における実態を理解し学習の深化

と今後の活用を図る」「企業で働くことを通して、社会

の厳しさや基本的な礼儀作法等の重要性を実感する機

会として」という表現で設定されています。体験期間は

4日間です。 

3.中学校生徒さんの受入 

・平成 14 年から 3 校の受入れをしていますが、①「職場

体験学習」「勤労体験学習」という表現で目的としての

「実際に職場で体験することを通して、働くことの喜び

や苦労、大変さを実体験し、自分の今の生活を見つめ直

し、今後の生活に生かす」②「職場で真剣に働かれる方々

の姿や話から、働く意義や仕事のやりがいなどをより深

く理解する」③「社会のマナーやルールなどを学ぶ」 

・期間は３日間で、様々な職業やそれに携わる人々との出

会いの中から将来への学びの機会として貴重な体験と

なっているとのことです。 

4.可能性を高める「インターンシップ制度」 

・毎年中学校 3～4 校、高等学校 2～3 校、合計で 17～18

名の受入れを行ってきましたが、私達職場側にとっても、

将来の日本や地域の産業を支える生徒さん達に少しで

も仕事のやりがいや誇り、工夫や考え、話し合ってさら

なる成長や開発をしてゆける楽しさを伝えられること

を意識することも私達の勉強の機会になります。 

・これからも若い人達の可能性を高めるためのアクション

もロータリーの奉仕の大切な機会となるものと考えま

す。 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 本日、２回目のメークをさせて頂きます、高山西 RC の

谷井です。生前、父もよくメークさせて頂いた事と存じ

ます。親子共々よろしくお願い致します。 

高山西 RC 谷井 伸之 様 

 

高山西 RC の谷井さんのご来訪と新入会員中田学さん・

康予夫人の出席を歓迎申し上げます。 

理事役員一同 

高山西 RC の谷井さんのご来訪、心より歓迎申し上げま

す。 

いよいよ本日、待望の中田学さんが入会されることとな

り、皆で心より歓迎申し上げます。これからも楽しく充

実したロータリーライフを・・・！！ 

溝際 清嗣・久々野 国良・山本 辰男 

 

高山西 RC の谷井さんのご来訪、歓迎申し上げます。暗

い話題が多い中、本日より中田学さんが入会されました。

これを期に明るい話題は、我がクラブから発信となれば

幸いです。              松之木 映一 

 

待望の大型新人会員の入会という事で、非常に喜んで

おります。これからもよろしくお願いします。坂之上さ

ん、ご長男の結婚おめでとうございました。また、大変

お世話になりありがとうございました。   橋本 修 

 

中田学君の入会を心から歓迎致します。奥様もどうぞ

よろしくお願い致します。 伊藤 正隆・津田 久嗣 

 

中田学さん高山中央 RC 入会おめでとうございます。楽

しい仲間が大歓迎していますので、よろしくお願いしま

す。本日は、米山奨学寄付のご協力ありがとうございま

す。来月は、ロータリー財団の寄付です。よろしくお願

いします。               平林 英一 

 

１０月２５日ホテルアソシアにて息子の結婚式が無事

終了しました。バンドの皆様には大変お世話になりあり

がとうございました。         坂之上 健一 

 

先日妻の？才の誕生日にお花を頂きありがとうござい

ました。とても喜んでおりました。    岩垣内 亘 

 

先日、「はぐるま会」で優勝させていただきました。 

三枝 祥一 

 

妻の誕生日に花をありがとうございました。 

和田 良博 

 

中田学さん ご入会おめでとうございます。長男夫婦

の２年遅れの新婚旅行に孫も一緒にハワイで楽しんで

きました。               新宮 一郎 


