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＜点   鐘＞     会長 平林 英一 

＜ロータリーソング＞     我らの生業 

 

＜会長の時間＞     会長 平林 英一 
 

日本人の生きる価値観は、震災の前後で大きく変化してい

るといわれます。 

安全、安心、絆志向です。 

これまで、日本の都市化、核家族化で人間関係の希薄化が

指摘されていましたが、震災後、家族、地域のつながりの

大切さを再認識されるようになりました。 

「偉くなる」「お金持ちに

なる」の価値観がうすれ、

自分の幸せよりみんなの

幸せを考えたい。利己から

利他へ願う若者が多いと

生活者市場システムでの

インターネットアンケー

ト調査でわかったそうです。さすが日本人は優しさあふれ

素晴らしいことだと思います。 

ただ、震災前の時にですが、高校生、若者だけを違う見方

をしたアンケート調査があります。 

2007 年、日本青少年研究所によるアンケート調査から、

若い世代の覇気の低下、気合のなさであります。 

「草食化」などと深刻に受け止めるかどうかではあります

が、日米中韓の 4か国の高校生対象にしたアンケート調査

で日本の若者の意欲の低さが浮き彫りになったというこ

とです。 

「生活意識」について、 

・日本「暮らしていける収入があればのんびりと暮らした

い」 

・米国「一生に何回かデカイことに挑戦してみたい」 

・中国「やりたいことにいくら困難があっても挑戦してみ

たい」 

・韓国「大きい組織の中で自分の力を発揮してみたい」 

「偉くなること」については 

・日本「責任が重くなる」「自分の時間が無くなる」 

・米国「自分の能力をより発揮できる」「周りに尊敬され

る」 

・中国「自分の能力をより発揮できる」「責任が重くなる」 

・韓国「周りに尊敬される」「自分の能力をより発揮でき

る」 

そして、偉くなりたいかの質問に「偉くなりたいと思う」

「強くそう思う」 

米国 22.3％、中国 34.4％、韓国 22.9％に対し日本の高校

生はなんと 8％ 

「将来就きたい職業」でも日本の高校生の上昇志向のなさ

が際立つのであります。職業に格差をつけるのもおかしい

と思いますが 

米国が「医師」、「デザイナー」、「スポーツ選手や歌手」 

中国は、「会社・企業の経営、管理職」「公務員」「法律家」 

韓国は、「小中高校の教師」「会社・企業の経営、管理職」

「デザイナー」 

日本は「営業、販売、サービス職」であります。 

新入社員の調査でも、どこまで偉くなりたいかという質問

に「社長」と答える人はほとんどいない。 

取締役になったビジネスマンに対する意識調査でも、やは

り、責任ばかり重いのに給料はあまり変わらないという理

由でほぼ全員が社長になりたくないと答えている。 

さあ皆さんどう評価しますか。 

自分の若かりし頃振り返ってみて、また、自分の子供、社

員を見て「人として生きる」価値観、突っ張って生きて背

中を見せるのもいいかも、自分が本当にリタイアすれば自

然と周りは育つものと私は考えますが甘いですかね。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 新宮 一郎 
 

◎国際ロータリー本部より 

・ロータリアン誌 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

・会員基盤増強維持研修セミナー開催のお知らせ 

日時：６月１７日（日）１０：３０～ 

会場：岐阜都ホテル 

登録料：４，０００円 

◆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 中田 専太郎 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

923 回 
52名 52名 43名 － 82.69% 

前々回 

921 回 
52名 52名 39名 8名 90.38% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2011～2012年度 高山中央 RC会長テーマ 

「人として生きる」 

＜出席報告＞ 創立 1991年 5月 20日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600 

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 
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出席要請者：次期会員基盤増強維委員長、 

入会３年以内の新会員代表者 
 

・ロータリー財団研修セミナーのご案内 

日時：７月７日（土）１０：３０～ 

会場：岐阜都ホテル 

登録料：７，０００円 

出席要請者：次期会長・次期ロータリー財団委員長 
 

・ロータリーバンド演奏会のご案内 

日時：５月２７日(日)１３：００～１５：３０ 

会場：川越町あいあいホール 

参加クラブ：岐阜中ＲＣ・四日市ＲＣ・伊勢ＲＣ 

高山中央ＲＣ 
 

＜高山市民憲章推進協議会より＞ 

・第７回総会のご案内 

日時：６月１日（金）１９：００～ 

会場：高山市役所 市民ホール 
 

＜高山・雲南・麗江友好協会より＞ 

・麗江市代表団の歓迎レセプション開催のご案内 

日時：６月１４日（木）１８：３０～ 

会場：ひだホテルプラザ 

会費：６，０００円 

 

＜会報＞ 

・高山ＲＣ 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 
 

国際奉仕委員会 三枝委員長 

タイ・バンコク世界大会の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年バンコク RI国際大会がついに開幕 

記事：Ryan Hyland   

国際ロータリー・ニュース：2012年 5月 6日   

 

5月 6日、タイのバンコクで 2012年 RI国際大会が開幕と

なりました。 

タイ王室の王女殿下を迎え、盛大なエンターテイメントが

行われる中、ロータリアンがこれまでの活動の成果を祝い、

互いの親睦を深めました。  

タイ国王を代表して RI国際大会にご臨席されたチュラポ

ーン王女殿下は、ロータリアンによる世界各地での活動に

感謝を述べられました。 

「ロータリーの標語である“超我の奉仕”の精神の下、ロ

ータリアンの皆さまが一丸となって奉仕に献身される姿

を見て、大変心を打たれました。 

これほどまでの弛みない努力と熱意があれば、世界の諸問

題には必ずや進展がみられることでしょう」  

カルヤン・バネルジーRI 会長からは、ロータリークラブ

が活動する 200 の国や地域の旗がチュラポーン王女殿下

へ贈られました。 

旗の贈呈に続いて、タイのポップスター、タタ・ヤングさ

んがタイ国歌を歌いました。 

開会本会議にて講演したバネルジー会長は、本年度の初め

よりもロータリーはさらに強い組織になったと述べまし

た。 

「私は、変化をもたらすこと、そしてロータリーをもっと

強い組織にすると心に決めて会長に就任しました。一年度

の終わりが近づいた今、その目標が確かに達成されたと感

じています。ただし、この素晴らしい一年を通じて私が実

感したことは、この変化や成果は、私の力ではなく、ロー

タリアンである皆さんのおかげだということです」  

バネルジー会長はビノタ夫人とともに世界中を旅してロ

ータリーのプロジェクトを訪れ、その成功の数々に誇りと

喜びで胸がいっぱいになったといいます。 

 訪問したプロジェクトには、新興国、南スーダンにて、

複数の国のロータリアンが地元政府と協力し、数百万ドル

を投じて病院を建設したプロジェクトがありました。  

会長はさらに、草の根で災害救援活動を行うシェルター・

ボックスと RIが最近、プロジェクト・パートナーシップ

の提携を結んだことに触れました。 

シェルター・ボックスは、ロータリークラブの提唱によっ

て創設された団体です。 

「ロータリアンは、いち早く現地で救援活動を開始し、他

団体が去った後も最後まで援助活動を続けています。シェ

ルター・ボックスとの提携で、これまでよりも多くの支援

を提供できるようになるでしょう。またこれをきっかけに

多くの他団体と協力関係を結び、もっと多くの人々に支援

を提供できるようになればと願っています」  

ロータリーの未来の鍵を握る新世代とソーシャルメディ

ア   

ロータリーの公共イメージを高め、確かな未来を築くには、

新世代の参加が必要だとバネルジー会長は話します。 

「ロータリアンの皆さん、周りを見渡してみてください。

これ（若者が少ないこと）は私たちが直面する問題です。

５月６日～９日までタイ・バンコクで開催されました

世界大会に８名で参加してきました。 

その報告をさせて頂きます。 
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若い人たちに、ロータリーはどのような団体で、なぜロー

タリーに参加すべきかを理解してもらう必要があります」  

RI は、フェイスブックやツイッターなどのソーシャルメ

ディアを使って、ロータリーの活動を紹介しています。「ソ

ーシャルメディアを利用するクラブが増えています。 

こうした新しい手段を使って、ロータリー入会への関心を

高め、新会員を集めることができます。特に若い会員は、

ロータリーの未来に不可欠な存在です」   

開会本会議では、タイの伝統舞踊とバンコク交響楽団によ

るパフォーマンスも行われました。  

 

(参照) 

http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/Pages/12

0506_IC12_opening.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

昨日の剱田ガバナー補佐主催の第１回濃飛分区ゴルフコ

ンペに参加の皆様ご苦労様でした。当クラブが優勝しまし

た。本日は、国際奉仕委員会担当例会です。三枝委員長「国

際大会」の報告をよろしくお願いします。 理事役員一同 

 

国際奉仕委員会の担当例会にも拘らず、民児協総会の為早

退させて頂きます。誠に申し訳ありません。新宮幹事、後

はよろしくお願いします。 三枝 祥一 

 

バンコク世界大会、お世話になりました。旅の間、本当に

ニコニコ楽しく過させて頂きました。ありがとうございま

した。 中田 学 

 

昨日の濃飛分区８ＲＣ合同ゴルフコンペ参加の皆様、お疲

れ様でした。商品を頂きましたのでニコニコへ。  

岩本 正樹 

 

昨日の剱田杯、濃飛分区８ＲＣ合同ゴルフコンペで８位を

頂きました。知らないカントリーでセルフプレーは大変だ

な。時代で日曜日に１０組以上のコンペはキャディー付き

では難しいそうです。 足立 常孝 

 

 

 

１９日の三流ブランド会ゴルフコンペにてベスグロ、そし

て優勝しました。久々の７０台スコアに気を良くしてニコ

ニコへ。 針山順一朗 

 

ゴルフ絶不調の新宮です。濃飛分区８ＲＣ合同ゴルフコン

ペ参加の皆様ご苦労様でした。ベスグロの岩本さん・シン

グルの島さんと高木さんのお蔭で団体優勝でした。主催者

の剱田さん、ご苦労様でした。 新宮 一郎 

 

“ひだしん”は、先週からクールビズです。失礼ながらノ

ーネクタイで出席します。 大原 誠 

 

今期もあと少しです。ニコニコはまだまだ目標に達してお

りません。良い事があった方、特にバンコク世界大会に行

かれた方には期待しておりますので宜しく。先発隊の伊

藤・周は納入済みです。 伊藤 正隆 

 

早退させて頂きます。 永田 富次 

 

世界大会参加の皆様、お土産ありがとうございました。 

 事務局 河上 

 

 


