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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 
＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 
＜高山中央ロータリー職業倫理基準＞ 
＜本日のビジター＞  

小矢部ロータリークラブ 東田 暁子 様 

 

＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

こんにちは。昨日のＩＭに参加された皆様、御苦労さま

でした。中国と日本の関係が大変になっている事は、講師

の熊崎勝彦先生もおっしゃっておられましたが、本日は、

中国国内で、日本を讃えている新聞記事がありましたので、

紹介させて頂きます。 

「日本人の聡明さ、トイレを見れば一目瞭然！」（金陵

晩報の 8月 1日付け）という見出しでした。 

記事では、小さな便器の中に日本人の知恵が余す所なく

散りばめられていると評価、日本人の国民性が日本独自の

トイレ文化を創り出し

ていると報じた。 

日本が誇るハイテクノ

ロジーは、世界でも有

名だが、それは、トイ

レにも大いに発揮され

ている。便座ヒーター、

温度調整や温風での乾

燥、音楽の再生、その

複雑で高機能な便座は、さらに「尿糖値」「血圧」「体脂肪」

「体重」などが、計測できるインテリジェンス トイレが

登場し、驚いている。 

続けて記事は、世界中をくまなく探しても、日本人より

清潔さを求める民族はいないとし、携帯トイレを持ち運ぶ

日本人までいる事を紹介。また、日本のハイテクノロジー

は、環境保護にも大いに役立っていると評価し、トイレ 1

回あたりの洗浄水量を従来の１３ℓから５ℓまで削減して

いる事を評価している。 

「日本人の聡明さ、トイレを見れば一目瞭然！」 

日中間の外交問題がこじれかけている今、中国国内のメデ

ィアが、「日本人は馬鹿ばかり、政治を見れば一目瞭然！」

と隣国日本をさげすむ記事でなく、日本の評価が高い記事

がありましたので紹介させて頂きました。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 

 

◎ＲＩ本部より 

 ・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 

 ・地区大会における表彰のご案内 

   「ＲＩ表彰・2011～2012年度会長賞」受賞 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

 ・「第 29回家族スナップ写真 および 第 21回家庭の

日図画展」 

   開催のご案内とＰＲ及び出役依頼について 

 ・「わが家 わが町 家庭の日発表会」開催のご案内と

出席依頼について 

＜会報＞ 

  ・高山ＲＣ 

 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞   

ＩＭ報告 

岩垣津 亘 会員 
 

今話題の森口さんの記事

を読売新聞が訂正記事を

記載したが、本人の肩書

を調べたり論文を取り寄

せて調べたりすればすぐ

嘘がばれたと思うが恥を

知らない社会というか誇

りがないプロ意識に欠け

ている社会になってきて

いると思う。 

熊崎氏は、特捜には 13 年間みえて、大物政治家の取り調

べでは自白してもらうには最後には、人と人、人格と人格

の対峙で自分をさらけ出して取り調べをしていかなけれ

ばなかなか落とせないそうです。近年は子どもの教育が悪

く、それを変えて日本精神的な部分を立て直し、高い志、

プロ意識を持った人間力で何事にも向かってほしいと言

◆会長  足立 常孝   ◆幹事  田中 雅昭   ◆会報委員長 坂家 賢司  ◆会報担当 久々野 国良 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

940 回 
51名 51名 44名 － 86.27% 

前々回 

938 回 
51名 51名 45名 0名 88.24% 
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われました。 

懇親会では、岡崎君の息子と同級生という下呂新人 舞妓

さん２人と芸妓さんが 10人ほどで何回も踊ってくれまし

た。 

 

前越 路子 会員 
 

 私は、このような場で話をするのはあまりないので、上

手に話ができるか心配ですが、お聞きください。 

 熊崎先生のお話しで、

吃驚したことは金丸問

題が東京国税局からの

情報から始まったとい

うお話でした。税務当

局から検察に情報が来

るなんて、どんなにす

ごい金額だったんだろ

うか!?と思って思い出

してみたら、そういえばかなり大きな金額だったなぁと思

い出しました。だとすれば、国税局も黙ってはおられない

情報だったんだし、検察としてはやらねばならない仕事だ

ったんだよなぁなと納得しました。 

 また、教育の話をされたとき、思ったことがあります。

私は税理士会の方で租税教育の担当をさせていただいて

おります。その研修会の中で、租税教育は道徳教育である

という話をされました。私は国民の義務というスタンスで

しかとらえていなかったのですが、そうではなくて人間性

のもとにかかわることであるということです。その中で、

自立した正しい納税者意識を持った国民を育てることが

目的であると学びました。熊崎先生も、自立した人間を育

てなければならないと話され、人間力を持った国民を育て

ることが重用であると言われました。今の日本は、どの分

野においても自立した国民を育てていかなければならな

い時代なんだなという思いを強く持ちました。 

 

 

水川 巧 会員 
 

10月 14日（日）下呂水明館において、2630地区濃飛グル

ープのＩＭが、下呂ＲＣがホストクラブとして、濃飛グル

ープ 8クラブから 122名の参加があり盛大に開催された。

ホストクラブの下呂ＲＣは、会員数 16名という少人数ク

ラブであり、ＩＭ開催にあたり苦労をされたようであるが、

昨年当クラブが開催したような全員坂の手作り感のある

大会ではなかったが、会場が水明館ということもあり華や

いだ雰囲気はあった。 

時期のホストクラブの、加茂東ＲＣも会員数 12名の少人

数クラブであり、少人数クラブでの大会の開催は苦労があ

ると思われる。 

基調講演をされた地元下呂市出身の、元東京地方検察庁特

捜部長の熊崎勝彦氏の講演のテーマは、「現代の世相と人

間力」と題して約 90分間の講演をされました。 

会場全体に、講演を真剣に聞く雰囲気があり、居眠りをし

ている人も同じような講演会と比べると少なく、メモを取

る人も多くみられた。 

現在の日本人は、何事にも依頼心が強く、自立性がない。

昔と比べて日本の科学技術は進歩したが、人間力（総合力）

が減退してきている。また、社会的不祥事が起きるのは、

人の質が劣化している、人のその職に対するプロ意識が減

退してきているところから起きている。 

どちらも戦後教育が大

きな影響をおよぼして

いると、厳しい指摘を

された。 

また、検事という立場

で、どうしたら人の心

を動かせるかという事

に対して、人の心は心

で動かすしかない。お

互い人格と人格の対峙であり、自分の全人格を持って感銘

力を与えられるかである。その為には、プロとしての意識、

誇りを持てるところまで自分自身のレベルを高めなけれ

ばならない。 

私たちは、常に高い倫理観と志を持って生きていかなけれ

ばならない。 

以上の事は、私たちが日ごろ仕事の中で実践をしていかな

ければならないことである。 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

昨日のＩＭ、参加された皆様、ご苦労様でした。来週は上
高地への移動例会。再来週は、大垣での地区大会。今月は
多忙な月刊ですがよろしくお願い致します。 足立 常孝 

 

昨日のＩＭには、多くの会員の皆様に御参加頂き誠にあり
がとうございました。一つ一つ行事が消化されて行きこれ
でいいのかと自問しております。皆様の協力あっての幹事
であります。感謝。 田中 雅昭 

 

誕生日の記念品ありがとうございます。補足ですが、只今、
栗菓子好評販売中です。ご来店、ご用命をお待ち申し上げ
ます。 中田 專太郎 

 

昨日、久しぶりに新穂高へ行って来ました。やっぱり山は
いいと思いました。 内田 茂 

 

妻に誕生日の花をありがとうございました。 和田 良博 

 

これから南小学校へ職業奉仕に行くので早退致します。  
周 信夫 

 

先日の「はぐるま会」でハンディキャップに助けられ、全
く予期しなかったのですが優勝することができました。
「はぐるま会」にお誘い頂きありがとうございました。本
日、隣の会場で会議があるため早退させて頂きます。  

大原 誠 

 

先日は結婚記念日のお祝いをありがとうございました。 
 永家 将嗣 

 

 

 

 

昨日はＩＭに参加された皆様ご苦労様でした。また、高山

に帰ってから島さんに御馳走になりありがとうございま

した。           新井 信秀 今井 俊治 

 

10/6 福祉チャリティーゴルフコンペで優勝とベスグロを
取らせて頂きました。お付き合い頂いた足立会長、剱田さ
んのご子息、ありがとうございました。 三枝 祥一 

 

10/9～10/10 桜山八幡宮例祭の年行事の役を無事終える
ことが出来ました。10/13には、父の７回忌法要も済みホ
ットしています。朝晩急に寒くなりましたので、身体には
充分気を付けて頑張りましょう。 松之木 映一 

 

10/8高山の地で、2011～2012年度のガバナー補佐会が石
井パストガバナーをお迎えし開催し大いに盛り上がりま
した。料理は、坂之上さんにお任せしたところ、坂之上さ
ん自ら私達の前で腕を振るって頂き、参加者全員大満足で
した。また、そのお品書きにロータリーマークが添えられ
ており一同大感激。記念に持って帰る人もいました。坂之
上さんの極め細かい思いやり、これぞ正しい職業奉仕と感
心しました。少しでも人のお役に立ち、皆の為になる、そ
う言う意識を持って奉仕活動に関心を深める事が大切で
あり、その達成感・充実感がロータリアンを育てる事にあ
ると思います。 剱田 廣喜 

 

剱田さん、昨年度のガバナー補佐会に、私を料理番として
お呼び頂きありがとうございました。私一人では心淋しい
ので料理長を連れて行ったのですが、とても和気藹々と楽
しいパーティーでした。また、ご指名ください。 
 坂之上 健一 

 

 

 


