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   奉 仕 を 通 じ て 平 和 を 

「子供だるま」    蜘手 康介 

国際奉仕委員会

 

＜会長の時間＞ 
本日は青少年交換学生の歓迎

例会です。飛騨高山高等学校 荒

川先生、ミス エリザベス・クレ

ア・コックス ようこそ高山西ロ

ータリーにおいでくださいまし

た。高山西ロータリー一同心か

ら歓迎します。ベスは暖かいオーストラリアから真冬の日本に来

日され、寒さに驚いているのではないかと思います。高山西ロー

タリーでは１４年ぶりに交換学生を迎えることになりました。高

山西ロータリーからの派遣学生は残念ながら実現できませんで

したが、ベスが高山に来てくださったことで青少年交換学生実現

の糸目ができたことを心から感謝しています。 

本日はベスが初めて高山西ロータリーを訪問してくださると

いうので、我々全員心からお待ちしていました。世界中のロータ

リアンは奉仕の精神という気高い心で一つに連携しています。ベ

スが日本滞在中安心して快適に生活できるよう、伝統ある高山西

ロータリーの名に恥じないバックアップをしていきますので安

心して勉学に専念してください。困ったことがあれば勇気を出し

てカウンセラーに相談してください。高山市は周囲を豊かな自然

に囲生れた観光の街です。世界中から観先客が訪れます。日本の

中では比較的伝統文化が保たれているので、日本の生活習慣や伝

統芸術など勉強するにはとても良いと思います。これから一年間

高山での生活を楽しみながら日本語の能力を十分スキルアップ

してほしいと思います。 

本日同席していただいた飛騨高山高等学校の荒川先生には公

私とも大変お世話になると思いますがよろしくお願いいたしま

す。またホストファミリーの皆様とこの１年間カウンセラーを務

めてくださる伊藤さんには大変ご苦労を掛けると思います。心 

より御礼申し上げます。さらに今回の交換学生の受け入れ態勢づ

くりに尽力してくださった国際奉仕委員長の鴻野さんに心より

感謝します。最後に青少年交換学生が高山と世界を繋ぐ交流の窓

口として存続できますよう、高山西ロータリーの皆様のご協力を

お願いして私の会長の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーエレクトより 

・2013年会長エレクト 

研修セミナー開催のご通知 

日時  3月16日(土)  

 点鐘 10:30  終了16:30 

  場所  桑名シティホテル 

◎ガバナー、地区会員基盤増強維持部門委員長より 

・会員基盤増強維持研修セミナー開催のお知らせ 

日   時   2月24日 (日)  13:00～16:30 

  場   所   岐阜都ホテル 岐阜市長良福光2695-2  

出席要請者   会長or幹事、及び会員基盤増強維持委員長 

          ※昼食はご用意しておりません 

◎濃飛分区ガバナー補佐、高山中央ロータリークラブより 

・第２回濃飛分区クラブ親睦ゴルフコンペのご案内 

日 時    ５月２５日(土)    ９：００スタート 

  場 所    高山カントリークラブ 

◎ロータリー囲碁同好会日本支部より 

・『第14回ロータリー国際囲碁大会』開催のお知らせ 

日時  4月12日(金)14:00 開会式、13日(土)18:00表彰式 

会場  韓国・大邱市  徳榮歯科病院ビル内大ホール 

  主催  ロータリー囲碁同好会   登録料  14,000円 

◎直前ガバナーより  

 ・2011－2012年度地区記録誌  

◎ロータリー財団より 

・Every Rotarian Every Yearニュースレター 

・パッケージ・グラントの機会について 

◎ロータリーの友事務所より 

 ・2013-2014年度版 ロータリー手帳お買い上げのお願い 

   1部 630円  5月下旬出来上がり予定 

   申し込みは2月22日(金)までに事務局まで 

◎高山市文化協会より 

・平成２５年度高山市文化協会通常総会のご案内 

日 時  ３月２８日(木)   午後５時３０分より 

  会 場  桜山八幡宮 参集殿 

＜受贈誌＞  

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化、高山/ﾒｾﾅﾒｲﾄ会報) 
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＜出席報告＞ 

 
 
＜本日のプログラム＞ 国際奉仕委員会 
国際奉仕委員長 

     鴻野 幸泰 

１月１９日(土)にオーストラ

リアのキャンベラより来日し、

１月２８日(月)より私の家から

飛騨高山高校へ通学しているエ

リザベス・クレア・コックスで

す。今後は毎月１回、例会に参

加する予定です。 

 本日は初めての例会来訪となります。今後の日本生活で活用

してもらうべく、クラブより記念品として電子辞書を用意しま

したので、会長からお小遣いと共にベスへ進呈して頂きます。 

カウンセラー      

伊藤 松寿 

１月２７日(日)グランヴェー

ル岐山にて地区の受入交換学生

オリエンテーションがあり、ベ

スと共に参加してまいりました。

今後もクラブのみならず地区関

係の行事等も予定されております。ホストファミリーのみなら

ず、会員皆様の温かなご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

 飛騨高山高校      

荒川 一弘先生 

 いつもお世話になっており

ます。ベスも先週からバス通

学をはじめております。今日

はスピーチについて通訳をし

ながら進めさせて頂きます。 

 

国際交換学生 

エリザベス・ 

クレア・コックス 

 

はじめまして。私

のなまえはベスと

もうします。十五

才です。たんじょ

うびは七月二十一

日です。オーストラリアのキャンベラからまいりました。これ

はキャンベラです。キャンベラはオーストラリアのしゅとです。

私は一月十九日にとうちゃくしまた。こうのさんといっしょに

すんでいます。そして飛騨高山高校にかよいます。私はバスケ

ットボールが好きです。わたしのりゅうがくをうけいれてくだ

さってありがとうございます。あなたがたにおあいできるのを

たのしみにしております。おりしげさまありがとうございます。

どうぞよろしくおねがいします。 

 

Hello my name is Elizabeth Cox, but please call me Beth. I 
am fifteen years old and have lived in Canberra, the capital 
city of Australia, for my whole life. There are about 365, 000 
people living in Canberra which makes it a very small city by 
Australian standards, but the small population is actually 
very understandable because Canberra is only one hundred 
years old. 
I am the youngest of a family of eight – my mother, father, 
three older sisters and two older brothers. My family means a 
lot to me and I will always stand up for them and love them, 
and I believe that they will do the same for me. Living 
without my family for a year will be a difficult experience for 
me, but I know that when I go back to Australia I'm going to 
miss my host families just as much. Coming from such a big 
family has meant that I have become very used to having 
people constantly around me and also having people 
constantly able to help me with something. I aim to act 
towards other people the way that my family treats me – 
with kindness, honesty and loyalty. 

I have seven pets at my house. I have a dog called Kirei, five 
chickens, and a duck called Henry. Out of my five siblings, 
only three currently live with me, with one sister living with 
her husband and one of my brothers living abroad in Canada.  
I have been studying Japanese since I was in kindergarten. 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 40名 11名 51名 51名 100.00%

本日 40名 － 40名 51名 78.43％ 
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Japanese language and culture have a very large influence in 
my life and I have befriended many Japanese people who 
have also greatly influenced the decisions I make and the 
person I have become. As my grandmother is a Japanese 
teacher, I have had a lot of assistance in learning Japanese to 
the point that I am confident enough to hold conversations in 
Japanese (however basic they may be!). 
To get to school I have to catch a bus at 8:00 in the morning, 
and then I catch another bus home in the afternoon. In my 
spare time I like to read, sing, write, hang out with my friends 
and watch TV. I'm not a very sporty person, but my favourite 
sport is basketball. 
I am in my school choir. We rehearse twice a week on 
Mondays and Tuesdays at lunchtime and sometimes we 
rehearse for a couple of hours on Sundays too. I really enjoy 
being in the choir and one of my favourite things about being 
in choir is going on music tour. On music tour, all of the 
ensembles – jazz band, senior band, junior band, the string 
ensemble, the guitar ensemble, the chamber group and the 
choir – go to a city in Australia where we perform in different 
places throughout the city. Every second year, the music tour 
goes to Sydney for a weekend, and in the other years they go 
to a different city for an entire week. This year the music tour 
went to Melbourne for a week in October where they 
performed at the zoo, in federation square and at 
Queensbridge.                  (一部抜粋) 

 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●折茂 謙一さん 

①荒川先生、ミスエリザベス・クレア・コックスようこそ。 

②誕生日プレゼント有難うございました。鹿児島知覧のお茶を 

もらいました。 

●米澤 久二さん 

エリザベスさん、荒川先生ようこそいらっしゃいました。一年 

間よろしくお願いします。 

●山下 明さん、寺田 昌平さん 

オーストラリアより交換留学生ベスさん、ようこそおいで下さ 

いました。高山の冬は寒いでしょう。喘息にご注意下さい。風 

邪をひかぬように!!有意義に高校生活を送って下さい。 

●カウンセラー伊藤 松寿さん、新田 敬義さん、平 義孝さん、 

内田 幸洋さん、小田 博司さん 

エリザベスさん、ようこそ日本へ。高山西ロータリークラブへ

来ていただきありがとう。貴重な一年になる様に、色々な事に

挑戦して下さい。 

 

●遠藤 隆浩さん 

・エリザベスさん歓迎いたします。 

・誕生日のお祝いありがとうございました。40代最後の1年、 

いい50代を送る事が出来るように頑張りたいです。 

●野戸 守さん、鍋島 勝雄さん 

誕生祝いを頂きありがとうございました。 

 

 

『私が私になるために、あなたとの出会いが必要でした』 

サラリーマン生活に終止符を打ったのが今から２０年ほど前。そ

の後３年ほど荒れた人生を送っていた時期がありました。親や人

の言うことには従わず、好き勝手な生き方をして、周りに迷惑ばか

り掛けていました。案の定、私の周りには同類項しか集まって来ず

に、どんどん道を外して行ったものです。 

そんな時、ある師に出会い、よき友に出会い、良き伴侶に出会

い、そして、事業に出会い、高山西ＲＣに出会いました。 

今度は前とは逆の良い出会いが巡り始め、周りを大切にして行

きたいと考えるように変わって行くようになりました。どちらが本当

の自分なのかわかりませんが、今、こして色々なことに感謝して生

きているのはあなた方に出会えたからです。 

あなた方に出会えて本当に良かった・・・・心より言います。 

『ありがとう』と・・・・。 

高山西ロータリークラブに入会させていただいて、六年が過

ぎました。六年の間には、さまざまな職業の会員の方と出会い、

さまざまな勉強をしました。ロータリー活動の中でも自分の仕

事の中でも、四つのテストを常に頭に置いて実践するように心

がけています。「真実かどうか」私の仕事では、お客様に偽り

のない真のものを提供できているか。｢皆に公平か｣お客様皆様

に同様なサービスが出来ているか。｢好意と友情を深めるか｣ど

のようなお客様に対しても積極的に接する。｢皆のためになる

かどうか｣今の自分の仕事が、どれだけお客様に喜んでいただ

いているか。このようにロータリーの四つのテストを頭に置い

て今後も実践していきたいと思っています。今後も高山西ロー

タリークラブの皆様方のアドバイスをよろしくお願いいたし

ます。 

一期一会  「私が私になるために・・・」  道脇 清春  

一期一会    「四つのテスト」  鴻野 幸泰   
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