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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 
＜四つのテスト＞ 
 
＜本日のビジター＞  
 高山ロータリークラブ  福井 辰弘 様 
 高山ロータリークラブ  松山  茂 様 
 高山西ロータリークラブ  平  義孝 様 
 
＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

今日の例会担当委員会は、新世代青少年委員会です。高

原委員長宜しくお願い致します。 

 さて、今日の会長の時間は、3月 2日の講演会と昨日の

映画鑑賞会に、出席した感想をお話しさせて頂きます。 

 土曜日の講演会は、第一物産グループの安全衛生協議会

に協賛させて頂いた講演会でした。知覧特攻平和会館の初

代館長を務められた 板津 忠正さん のお話を聞かせ

て頂きました。88 歳のお歳で、90 分間を凛々しく、メモ

も何もなく講談師のようにお話されました。 

内容は、国の為・家族の為にと特攻に志願したのは 17

歳から 26 歳までの若者で、「日本の将来に命を捧げます」

と明るく出撃され 1036 名の若者が戦死されたそうです。

60数年前に、「日本の将来の為に」と命を捧げた若者がい

た現実を、風化しないように、講師の板津さんは、ご自身

も特攻隊員であられ、生き残ったご自身の仕事として、命

の続く限り全国で公演活動をされてみえるそうです。 

昨日の映画は、「石巻湊小学校避難所」というドキュメ

ンタリー映画でした。3 月 11 日の東日本震災で、住む家

もなくして命からがら避難して湊小学校で、共同生活をし

ている方々の日常生活を、2時間フィルム上映されました。

ある日、突然、家族離散・住宅全損 等、計り知れない苦

難に遭遇した日本の国民、私の会社にも、男女川まちから

命だけで、避難してきた社員がいますが、自分の土地に住

めない立入禁止がまだ続いているそうです、 

今月 18 日に、ロータリー情報委員会担当例会で卓話を

依頼した中野さんが、今回の上映の実行委員等で、映画観

賞依頼がありましたので、出向きました。 

日本で、「日本の未来の為に、命を捧げた方々がいた歴

史的事実」震災による原発事故で、自分の土地が立ち入り

禁止になり移住したり、避難所で共同生活をしている方々

が、我々と同じ日本にいる事を知れて、私のガラになく人

道的社会問題を考える時間を頂いた週末でした。 
 

＜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 

 ・バギオだより 2013年 3月号 

 ・地区大会記録誌誤掲載のお詫び 

   Ｐ97 ＜誤＞ 岐阜中央 → ＜正＞土岐中央 

          岐阜中央 →    高山中央 

「カンボジアの子供たちに文房具を送ろう」 

支援内容は、マルムカントボン中学校 対象生徒 608名  

・ボールペン 1830本（一人 3本） 

・ノート 1220冊（一人 2冊） 

 

＜本日のプログラム＞  

新世代/青少年育成委員会  

委員長 高原 清人 
 

新世代/青少年育成員会の高原清人

委員長から卓話を頂きました。 

 

 

＜出前講座：三年間の報告＞  

清水 幸平 パスト会長 
 

 高山市民憲章の「子どもを愛し、

健やかに育て、夢と誇りを持たせま

しょう」、この一節が出前講座「夢を

語り合う」の事業目的であります。 

この事業は、次世代を担う子ども

たちに、夢を持つことの大切さを伝えたいと願い、始めら

れた中央ＲＣ発信の独自の事業です。 

私たち企業人として「働く」という視点から「夢」を伝

えることはまさしく、ＲＣの基本理念「職業を通じて 社

会に奉仕」に沿った事業と考えます。 

この事業を開催するに当たり、会員皆様は元より、会員

企業従業員の方々、青年会議所または商工会議所青年部の

皆様方、さらに講師を努めていただいた会員の皆様にその

ほか大勢の皆様にご協力いただき、3年間活動してまいり

ました。 

直接の成果を得ることはまだ難しいと感じてはおりま

すが、様々な効果や反省点を踏まえ、今後の進むべき方向

◆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 

956 回 
51 名 51 名 43 名 － 84.31% 

前々回 

954 回 
51 名 51 名 44 名 2 名 90.20% 

＜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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性が見出せればと思い、この例会を開催いたします。 

 

平林 英一 直前会長 

今後も続けて欲しいと思います。 

 
 
 
 

足立 常孝 会長 

 
3 年目の継続事業である出前講座

が、無事修了できた事は、担当委員長

の高原清人さん、副委員長の下田さん

ら青少年育成委員会の皆さんが、一生

懸命に根回ししていただき、全会員のご協力の賜物だと存

じます。任期前の 6 月から講座がスタートして、「講座を

してやる」的意識から、参加して逆に学んだ事が沢山あり、

「自分が受講した」様な時間を過ごさしていただきました。 

対外活動で継続する事業は、会員相互の打ち合せが、十

二分に必要であると感じました。 

 

山本 辰男 次期会長 

 

当クラブの長期目標である「職業奉

仕」に基づき、来期も続けてやりた

いと思います。 

 
 

＜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 
 
 
 
 
 
 
 

「地域社会で平和フォー

ラムを開催するか、平和

に焦点を当てた奉仕プロ

ジェクトを実施する」と

言う事で、陸軍特別攻撃

隊員で知覧特攻平和会館

初代館長の板津忠正様

（88歳）の講演会を開催

した。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

今年度初めて伺いました。宜しくお願いします。 
高山西ＲＣ 平 義孝 様 

 

高山ロータリークラブの福井です。２回目の訪問をさせて
頂きました。本日はよろしくお願いします。 
 高山ＲＣ 福井 辰弘 様 
 

本日はよろしくお願いします。 高山ＲＣ 松山 茂 様 

 

本日は、高山ＲＣ 福井辰弘様、松山茂様、高山西ＲＣ 平
義孝様のご来訪を歓迎致します。ようこそ高山中央ロータ
リークラブへ。 理事役員一同 
 

高山ＲＣ 福井辰弘様、松山茂様、高山西ＲＣ 平義孝様
のご来訪を歓迎致します。３月になりましたので暖かくな
ってほしいと思います。身体には充分注意して頑張りまし
ょう。 松之木 映一 
 
先週土曜日に開催の「クラブまたは地域社会で平和フォー
ラム、平和に対する奉仕プロジェクト」実施のために行わ
れた知覧特攻平和会館初代館長である板津忠正様の講演
会には多くの皆様に出席頂きありがとうございました。国
際理解と親善と平和推進に少しでも近づけたものと確信
しております。ありがとうございました。 田中 雅昭

 
 

 

昨日は妻の誕生日にお花をありがとうございました。また、
浪人中の息子が無事大学生になりました。感謝を込めてニ
コニコへ。 中田 学 

 

先日は妻の誕生日に美しい花をありがとうございました。
中田專太郎さんがロータリーバンドに加わり初の練習が
ありました。また違ったバンドの味が出せます。 

坂之上 健一 

 

第 2630 地区のバンド発表会が６月１日に行われます。バ
ンドを代表してニコニコへ。 橋本 修 

 

2/26 の「はぐるま会」に島会長が出席できなくて、私に
「よろしく頼む」と言われました。その時には、私に期待
していなかったと思いますが、お蔭様で優勝することが出
来ましたのでニコニコへ。 剱田 廣喜 
 
会議の為早退させてもらいます。 西倉 良介 


