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＜点   鐘＞     会長 平林 英一 

＜ロータリーソング＞ 

  それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

＜本日のビジター＞ 

高山西ロータリークラブ 小森 丈一 様 

高山西ロータリークラブ 東 庄豪 様 

＜本日のゲスト＞ 

高山市役所企画管理部企画課 

 中島 芳彦 様 

 

＜会長の時間＞     会長 平林 英一 
 

今日は、会報委員会のプログラムです。「高山市の広報業

務について」高山市企画課中島芳彦さん、卓話よろしくお

願いします。 

さて、会長の時間の話は、岐阜県の自殺防止についての記

事から、思ったこと。 

飛騨地方の自殺率がほかの地域より高いとのこと。男女と

も単身者が多く、７０歳以上の１０万人あたりの平均自殺

率が全国平均を上回る。無職の人が７割、健康問題や経済

問題が原因とみられる。 

近年の社会、経済情勢をもろに受けているといえる。 

私は少子高齢化の影響が大きいと思う。 

６５歳以上の人が１９７０年に、7.9％、現在は、23.1％

と４人に 1人になった。 

出生率は、1.39％。人口が減らないためには、2.07％の出

生率が必要と言われています。以前にも話しましたが、生

まれた人間が一人前になるのに２０年かかるのですよね。 

家族構成においても、全世帯の 17％が高齢者の単身、ま

たは、夫婦のみ、今後どんどん増えていくでしょう。 

政府は、税と社会保障の一体化といって財政健全化を図る

ために消費税のアップを考えている。 

でも、数字だけの計算だけでは日本の将来は危ないのでは

と思う。 

こんなおかしな現象があります。 

日本の富裕層は増えている。その富裕層の人から震災と、

放射能リスクもあろうが、資産を海外に移転、相続税回避

など考え、大手信託銀行に、キャッシュをスイスなどの銀

行に移したいといった要望がある。 

円高の影響も大きいのではあるが、ハワイで不動産の購入、

税金の安いシンガポ－ルに移住、最近は永住権が取得しや

すいマレ-シアが人気となってきた。 

定年退職の人だけでなく、３０代４０代の若者も、将来の

日本を悲観してか、都会で暮らすより、田舎で暮らす感覚

といって海外脱出を考える人もいるとか。 

こういった現象は中国においても起きているとか。若者が

少なくなる日本の未来は本当に大丈夫なのか、 

みんなでガマン、ガマン、耐えなければ、明日はない。 

助けよう日本、助け合おう日本。 

本気で少子化対策を考える日本のリーダー現れること、願

うばかりである。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 新宮 一郎 
 

＜ぎふ清流国体高山市実行委員会より＞ 

・第６７回国民体育大会冬季大会スキー競技会開催のお礼 

＜飛騨作家協会より＞ 

・文苑ひだ 第２号  

＜会報＞ 

 ・可児ＲＣ 

 

＜本日のプログラム＞ 

会報委員 岩本 委員長 

 

みなさん、こんにちは。 

今日は、会報委員会の担

当例会ということで、い

ろいろ考えたのですが、

今回は、高山市役所にお

ける広報活動について、

市役所担当課の方に卓話

を戴くことにいたしました。お招きいたしました方は、高

山市役所 企画管理部 企画課 広報担当の中島芳彦（よし

ひこ）さんです。 

◆会長  平林 英一   ◆幹事  新宮 一郎   ◆会報委員長 岩本 正樹   ◆会報担当 橋本 修 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

915 回 
51名 51名 44名 － 86.27% 

前々回 

913 回 
51名 51名 44名 1名 88.24% 
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中島さんは企画課にて広報高山の発行、報道関係への対応、

ホームページの管理等々、多義にわたる広報業務全般を担

当しておみえです。今日はその広報活動を紹介していただ

き、なにか苦労話や、裏話でも交えていただいて、お話し

ていただければ幸いと思います。 

それでは、中島さん宜しくお願いいたします。 

 

「高山市の広報業務について」 

高山市役所企画管理部企画課 

広報担当 中島 芳彦 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜3月のお祝い＞ 
 
 
 
 

♫会員誕生日♫ 

堀口 裕之   Ｓ４１年 ３月 ９日 

渡辺 修治   Ｓ２６年 ３月１２日 

長瀬栄二郎   Ｓ４９年 ３月１３日 

水川 巧    Ｓ３１年 ３月１４日 

永家 将嗣   Ｓ３２年 ３月１５日 

久々野国良   Ｓ２３年 ３月１９日 

岩本 正樹   Ｓ３５年 ３月２１日 

 

♫夫人誕生日♫ 

中田 学    康予    ３月 ３日 

大原 誠    朋子    ３月 ６日 

剱田 廣喜   恵子    ３月１３日 

久々野国良   光枝    ３月１４日 

高原 清人   美奈子   ３月１５日 

仲谷 政美   幸子    ３月２０日 

永家 将嗣   小祐子   ３月２３日 

冨士井忠男   美恵子   ３月２８日 

三枝 祥一   敏江    ３月２８日 

新井 信秀   知子    ３月３０日 

 

♫結婚記念日♫ 

新井 信秀   Ｓ５４年 ３月１０日 

大保木正博   Ｓ５８年 ３月１３日 

新宮 一郎   Ｓ５３年 ３月１４日 

永井 信次   Ｓ５０年 ３月１６日 

高原 武夫   Ｓ４７年 ３月１９日 

三枝 祥一   Ｓ５４年 ３月２６日 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

久しぶりにお邪魔致しました。よろしくお願い致します。

剱田ガバナー補佐のご活躍に敬意を表します。 

 高山西ＲＣ 小森 丈一 様 

 

高山西ＲＣ 小森丈一様 東庄豪様のご来訪を歓迎致し

ます。本日は、会報委員会担当例会です。高山市役所企画

課の中島芳彦様、卓話をよろしくお願い致します。 

 理事役員一同 

 

高山西ＲＣ 小森様、東様のご来訪を歓迎致してニコニコ

へ。 足立 常孝 

 

本日は、市役所の広報マン中島がお世話になります。私の

ほうから紹介できなくて残念ですが、若手のホープですの

でよろしくお願いします。 西倉 良介 

 

 

 

高山市役所企画課の中島芳彦様、本日は卓話をよろしくお

願い致します。また、先日のはぐるま会で賞を頂きました

のでニコニコへ。 岩本 正樹 

 

昨年度の会社の成績が悪く、死んだ親父に申し訳なく思い

頭を丸めて謝りました。今年度は 60周年ですから心機一

転、顔晴り（がんばり）ます。 島 良明 

 

先週は休みましてすいません。2 月 26 日は伝説の人、清

嗣さんの命日でした。本当にお世話になりました。いい人

でした。 高木 純 

 

 

 

 


