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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞ 

 

＜本日のゲスト＞  

高山保護区保護司会  会長 松浦 武 様 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

久々の例会です。本日の例会担当委員会は、会報委員会

です。坂家委員長よろしくお願いいたします。 

さて、会員諸兄にお尋ねいたしますが、現在全国で、最

年少の知事は、どこの県で、名前と年齢をご存知ですか？

三重県で、鈴木英敬（エイスケ）知事で、38歳です。 

1974 年生まれ、兵庫県出身で、東大経済学部卒業後、

通産省に入省し、2009年に、三重 2区から 34歳で衆議院

選に自民党から出馬し落選。2011 年離党し、同年 4 月に

三重県知事になられました。地盤もないままに、国政選挙

に出馬して落選し、2011 年の東日本大震災直後の三重県

知事選で当選。中央での経験を生かしつつ、地方から地道

な改革を実行する姿に、静かな注目が集まっているそうで

す。 

全国最年少のイクメン知事（イクメン＝育児を積極的に

率先して行く男性）で、「官僚時代、仕事を丸投げする政

治家や改革に消極的な官僚をこの目で嫌というほど見て

きた。」 

「決断と説明責任を問われる仕事が政治家であり、政治

家という職業に懸けた。」いいきっている若手知事が、我々

の 2630地区にみえます。本日の会長の時間でした。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 
 

◎ＲＩ本部より 

 ・ザ・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 

 ・ロータリーレートのお知らせ 

  ５月１日より １＄＝９８円 

 ・やまだの作文 第 41集 

 ・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２日（日）１３：００～１６：３０ 

   会場：岐阜都ホテル 

   出席要請者：次期会長・会員増強委員長 

 ・ロータリーバンド演奏会のご案内 

   日時：６月２日（日）１０：３０～１２：３０ 

   会場：岐阜都ホテル ２Ｆ「ボールルーム」 

＜飛騨高山国際協会＞ 

 ・日韓共同制作ドキュメンタリー映画上映のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞  

 

会報委員会 坂家 賢司 委員長 
 

本日は会報委員会の担当例

会です。どうぞよろしくお

願い致します。 

委員会業務としては、皆さ

んの活動、例会等の記録な

どが仕事でございますが、

その際原稿の提出など多大

なご協力を頂きありがとう

◆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 三枝 祥一 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

962 回 
51 名 51 名 41 名 － 80.39% 

前々回 

960 回 
51 名 51 名 39 名 5 名 86.27% 

＜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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ございます。 

今日は記録係としてではなく、皆さんの奉仕活動の一助と

なるような情報提供をと考えました。 

例会メニューですが、当クラブ会員の橋本修さんにご協力

頂き、現在、高山保護区保護司会会長であれらます、松浦 

武 様 をお招き致しまして、最近話題の社会問題等を盛り

込んだお話を頂きたいと思います。 

それでは、松浦 武 様 の経歴をご紹介いたします。 

昭和 41年より教諭となられました。 

各小中学校にお勤めされ、昭和 63年には教頭、平成 7年

には国府中学校長、平成 16 年に日枝中学校長までと長き

に渡り教育にご尽力なされました。現在では、高山柔道協

会会長、高山保護区保護司会会長を勢力的にこなしておみ

えです。 

それでは、松浦 様 よろしくお願い致します。 

 

 

〈 卓 話 〉 

高山保護区保護司会  会長 松浦 武 様 

「今を考える」 
 

１．はじめに 

(1)講道館と全日本柔道連盟（全柔連） 

☆講道館  

明治 15(1882)年 嘉納治五郎師範が東京、 

永昌寺 12畳の道場 22歳 

嘉納師範は、柔道修行の目的は、攻撃・防御の練習に

よって身体を鍛錬して強健にし、精神の修養に努めて

人格の完成を図り、社会に貢献することである。 

※明治 36(1903)年、斐太中学校で稽古を始める。 

昭和 5(1930)年、嘉納師範ご来高 

☆全柔連 昭和 39(1964)年東京オリンピックで柔道競

技が入る。協議柔道？ 

※講道館長、全柔連会長＝村上春樹 

(2)学校教育と体罰 

・子弟の関係とは？ 

・困難や苦しさの無い道で育つもの 

・コミュニティースクール 

(地域の信託を受けての学校経営) 

・想定外は自然災害のみ 

 

２．今を考える 

(1)教育改革 施策⇒意識(精根・心根)改革 

追いつき追い越せの時代は知識の多さや器用さが重視

されたが、これからは創造力、応用力、元気の出る発

想や行動力が大切 

学ぶ教師「稽古するから上達する」 

(2)高齢化社会（65歳以上 20％） 

熟老人（人生経験が長く、そこから得た知恵や気配り

力や配慮力等を身に付けている人）が多いことは、社

会的にはプラスでないか? 

平均寿命が 80歳を超えた今、老人希少価値がなくなり、

若い世代に範を示す必要がなくなってきたのか、幼児

老人の増加傾向？ 

「ゴルフは紳士のスポーツでなく、紳士になるための

スポーツである。」 

(3)観光都市高山の将来 

下々の国→日本のチベット 『昭和 45(1970)年 国鉄

のディスカバージャパン』 

昭和 51(1977)年 イランのテヘラン日本人学校の保護

者が周知→平成 16(2004)年～全国各地へ自家用車で旅

をする(高山へ訪れた人多し、好評)高山の魅力は？ 

長崎市民から学ぶ、心からもてなしの心 

・どちらへいかれますか？」 

・「シャッター、押しましょうか？」 

・「慣れない道で運転している他県ナンバーの車に、道

を譲ろう」 

『わたくしたちは乗鞍のふもと山も水も美しい 

飛騨高山の市民です』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．おわりに 
 

「生きているということは」 
 

作詞  永 六輔  

作曲 中村 八大  
 

生きているということは 

誰かに借りをつくること 

生きていくということは 

その借りを返してゆくこと 

誰かに借りたら 誰かに返そう 

誰かにそうして貰ったように 

誰かにそうしてあげよう 

 

生きていくということは 

誰かと手をつなぐこと 

つないだ手のぬくもりを 

忘れないでいること 

めぐり逢い 愛しあい 

やがて別れの日 

そのときに悔やまないように 

今日を明日を生きよう 

人は一人では生きてゆけない 

誰も一人では歩いてゆけない 

 

生きているということは 

誰かに借りをつくること 

生きていくということは 

その借りを返してゆくこと 

誰かに借りたら 誰かに返そう 

誰かにそうして貰ったように 

誰かにそうしてあげよう 

誰かにそうしてあげよう 

誰かにそうしてあげよう 
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＜５月のお祝い＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

新宮 一郎   Ｓ２９年 ５月 ６日 

島  良明   Ｓ２４年 ５月２６日 

道下 利一   Ｓ４１年 ５月２８日 

 

＜夫人誕生日＞ 

永田 富次   紀子    ５月 １日 

堀口 裕之   潤子    ５月３０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜結婚記念日＞ 

岩垣津 亘   Ｓ５３年 ５月 ８日 

中田 專太郎  Ｓ５８年 ５月２１日 

松之木 映一  Ｓ５４年 ５月２６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

高山保護区保護司会 会長の松浦武様のご来訪を歓迎申
し上げます。卓話をよろしくお願い致します。 
 理事役員一同 
 

高山保護区保護司会 会長の松浦武様ようこそ。卓話をお
願い致します。本日は３週間ぶりの例会です。私の会長任
期も２か月を切りました。皆様、ご協力の程よろしくお願
い致します。 足立 常孝 

 

本日は会報委員会担当例会です。講師の松浦武様、大変お
忙しいところ快くお引き受け頂きありがとうございます。
よろしくお願い致します。 坂家 賢司 

 

私の大恩師 松浦先生のご来訪を歓迎致します。元気なお
姿を拝見し嬉しく思っています。卓話を期待しております。
 高原 清人 

 

ゲストの松浦先生、本日はよろしくお願いします。松浦先
生は、日枝中学校時代に柔道部で３年間大変お世話になり
ました。その節は本当にありがとうございました。懐かし
い再会を祝してニコニコへ。        下田 徳彦 

 

 

 

 

久しぶりの例会です。ゲストの松浦先生、本日はよろしく
お願い致します。 橋本 修 
 

１７年間に渡り「アスモ駿河屋」にてテナントとしてやっ
て参りましたが社会情勢を含め 5/6に閉店しました。お世
話になり誠にありがとうございました。今後は、本町店に
てリストラ無くスタッフ共々元気で営業しております。６
５歳になる今年、仕事が出来るのがあと何年？子供達に順
調に行くよう譲っていくつもりです。    中田 一男 

 

ゴールデンウィークも無事終了しました。今年は飛行機に
も乗れませんでした。 三枝 祥一 

 

初めての司会をさせて頂きます。皆様、どうぞ暖かい目で

見守って下さい。 前越 路子 

 

今年は阪神タイガース 優勝間違いなし。ＧＷは全く健全
でした。  周 信夫 

 

5/1家内の誕生日、お花をありがとうございました。本日、
早退させて頂きます。 永田 富次 

 

本日、早退させて頂きます。すいません。 久々野国良 
 


