
No.2434 例会 平成 28 年 3 月 4日 

                                      お祝い・義務教育 9カ年皆出席表彰 

 

 

例会報告 
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０      ●会 長   古橋 直彦 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事   遠藤 隆浩 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     塚本  直人  

                               

 

   世界へのプレゼントになろう 

晩冬の大正池  蜘手 康介

高山西ロータリークラブ

 ＜会長の時間＞ 
本日は鍋島勝雄さんに 4 月末に開催されます高山祭からくり競

演の案内をお願い致しました。鍋島さん、よろしくお願いします。 

 今回 古橋会長のご厚意により 

会長の時間を私に振って頂きお礼

を申し上げます。 
 本年高山市制80周年記念のイベ

ントに4月29・30日2日間 カラ

クリを持っている屋台組４台の競

演を実施することに成りました。 
 私は小学生の頃から布袋台に関わっており、練習が終わると大人

達は酒盛りを始め色々な事を私たちに話してくれました。江戸時代

までは春の祭りも・秋の祭りも、中橋を渡り陣屋まで祭始の挨拶に

屋台を引いて行っていたと、明治時代になりその行事も無くなった

とよく話していました。私の心の中に死ぬまでには一度でいいから

中橋を渡ることを夢としていましたが、３年前の春の夜祭に友達で

ある龍神台に夢を話したら、直ぐに計画を立てようと嬉しい返事を

頂き、三番叟・石橋台も同意を得、市役所・飛騨観光コンベンショ

ン等関係各位に相談を持ち掛けましたら非常に喜ばれ、開催を市制

８０周年記念事業として決定させて頂きました。 
 今までに多くの屋台引出は有りましたが カラクリを持つ屋台

が同じ場所で競演することは初めてのことです 不安も有ります

が全力で頑張りますので宜しくお願い致します。 
 

 

＜幹事報告＞ 
◎高山・デンバー友好協会より 

・デンバー高山姉妹都市委員会サイド名誉委員長夫妻来訪に伴う 

歓迎交流会の開催について 

日時  ３月 ２１日（月・祝） 午後６：００～８：３０ 

場所  ひだホテルプラザ    会費   ３，０００円 

＜受贈誌＞ 

ＲＩ｢母子の健康月間｣「会員増強詳細報告」、ＲＩ日本事務局「財 

団室NEWS３月号」、(財)比国育英会バギオ基金(バギオだより 

No53) 

 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 34名 6名 40名 42名 95.24% 

本日 38名 － 38名 42名 90.48％ 
 

＜本日のプログラム＞ お祝い 
 

◎会員誕生日 

    ナシ          

◎夫人誕生日 

     西村 直樹   裕紀子 さん     ３．１１ 

◎結婚記念日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   黒木 正人   山下 明    阪下 六代   住田 泰典 

３．２０   ３．２３    ３． ９     ３． ２ 

  

◎出席表彰 

   

大村 貴之   

４年 

  塚本 直人   

４年 

      

 

◎在籍周年記念表彰 

   小森 丈一   ２５年    田中  武   １５年 

 

◎３ヶ月表彰 

  ・大村 貴之  ・堺 和信  ・塚本 直人  ・平 義孝  
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青少年育成委員会 義務教育9カ年皆出席表彰 

委員長  大村 貴之 

本日の例会は、先週に引き続き青少年

育成員会担当例会です。継続 26 年とな

りました『義務教育9カ年皆出席表彰』

を行います。合併前は例会場に該当生徒

さんをお招きして、会長から表彰状を直接授与していましたが、

合併後からはそれぞれの学校の修了式等の場で、校長先生から

お渡しいただいています。 

 

今年は高山市全12中学校中9校・43名の生徒さんが皆出席を

達成されました。ここでお名前を読み上げます。 

 

日枝  11名 … 押井 彩加、小井戸 菜稚、滝下 瑠菜、諏訪 陽大、

宮腰 渚生、木戸脇 拓海、寺垣 佳南里、山中 綺七、 

中島 優希、中川 ゆらら、上野 卓政 

松倉  4名  … 倉田 若葉、杉原 双葉、中田 菜月、垣内 皐良 

中山 7名  … 中井 伶音、小山 葉月、丸田 倖太郎、 

水口 早桜、山下 優羽、中井 伶、鞠子 仁美 

東山  9名 … 元田 ひなた、河田 愛果、萩原 日向子、 

石濱 悠翔、廣田 龍哉、佐藤 太一、 

都竹 日向子、中島 ゆり枝、前多 未夏 

丹生川 3名 …  中野 友貴、田堀 はるか、沖中 颯真 

清見   3名 … 熊﨑 菜々、田中 鈴夏、間瀬戸 琉一 

宮    2名 …  中嶋 健人、横山 昇太郎 

国府   2名 …  上野 弦哉、小倉 啓輔 

北稜   2名 …  田中 大介、山本 飛龍 

 

なお、43名の生徒さんの賞状および副賞につきましては、会

長・幹事、私の3名にて、昨日3日に市役所にて行われました

市校長会に出向きまして、お渡しして参りました。例年ですと

この場で、代表生徒さん分について、校長会代表先生に代理授

与させていただいておりますが、今年は本日が修了式という事

で、例会での授与については執り行いませんのでご了承下さい。 

 

では本日ご講話をいただきます、高山市小中学校長会代表、松

倉中学校長の加藤 誠昭先生をご紹介します。 

 

S31.6.6 各務原市生まれ 

S54 岐阜大学教育学部英語英文学科卒業 

S54～55 加茂郡白川町立切井中学校教論 

S55～58 可児郡可児町立蘇南中学校教論 

S58～H2 岐阜市立長良中学校教諭 

H2～9 益田郡萩原町立北中学校教諭 

H9 文部省から英国ランカスター大学に派遣・研修 

H9～12  飛騨教育事務所学校教育課指導主事 

H12～15  高山市教育委員会学校教育課課長補佐 

H15～17  高山市立東小学校教頭 

H17～18  飛騨教育事務所学校教育課課長補佐 

H18～20  岐阜県教育委員会学校支援課課長補佐 

H20～22  高山市教育委員会学校教育課長 

H22～25  高山市立国府中学校長 

H25～    高山市立松倉中学校長              以上です。 

 

では加藤先生、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松倉中学校のキャリア期養育について 

高山市小中学校長会代表 松倉中学校長 加藤 誠昭 先生 

１．なぜキャリア教育か 

・変化が激しく先行き不透明で夢や希望が持ちにくい現代 

・日本はどこの国も経験していない少子高齢化社会 

・中学生が還暦を迎えるまでに日本の人口は半分近くに 

・この先も高山が高山らしくあるためのよき職業人、家庭人、 

地域人に 

２．キャリア教育でどんな生徒を育てるか 

・自分の未来に明るい夢や希望をもつ生徒松倉の生徒は… 

・司馬遼太郎の坂之上の雲第1巻あとがきのことばの意味 

「のぼってゆく坂の上の青い点に、もし一朶の白い雲がかが 

やいているとすれば、それのみをみつめて坂をのぼってゆ 

くであろう」 

・中学生段階の子どもにはそれは無理だという声 

３．自分の未来に明るい夢や希望をもつ生徒とは 

・自分もけっこうやれる、役立ちそうな人間だという自己肯 

定感や自己有用感。松倉中の生徒は… 

・自分のよさや可能性を見出したり開発したりする 

・規範に対する意識が高い 

・自らの生き方を問い高めようとする係活動 

４．なぜ松倉中は修学旅行を東京に変えたか 

・夢や希望のへの道のりは選択の連続 

・就職か高校進学かものを売る仕事かつくる仕事か屋外で働 

く仕事か屋内か、高山で働くか東京のような大都会か大企 

業か小さな事業所か給料かやりがいか雇われるか自分で起 

業するか 

５．答志島の寝屋子制度に学べること 

・寝屋子制度とは人材育成 

・寝屋親のもとで5～10人が共同生活寝屋親から漁の仕事と厳 

しさを教わる 

・人の生き方や女の愛し方も運命をともにする海の仕事に必 

要な団結力もそして結婚後もつきあいは続き生涯の仲間に 

・人に迷惑をかければ個人や家ではなく寝屋親の責任ふだん 

から厳しい躾 
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＜ニコニコボックス＞ 
●古橋 直彦さん､遠藤 隆浩さん 
高山市小中学校長会代表、加藤 誠昭先生の御来訪を歓迎いたし

ます。今日はよろしくお願いします 

少し早いですが、必ず出席下さいますようお願いします。 

●大村 貴之さん 

本日は青少年育成委員会担当例会です。松倉中学校長 加藤先

生にはお忙しい所お越しいただきありがとうございます。講話

楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

●挟土 貞吉さん 

加藤校長会長様のご来訪歓迎いたします。毎日の学校教育ご苦

労様です。風雪に耐え休まず頑張って 9 カ年皆勤した生徒褒め

てやって下さい。市民時報で見る今年の高校卒12カ年皆勤生徒

が25人いました。継続は力なりです。社会に出ても何事にも耐

え立派に成人し、生き抜いてくれると信じています。 

●門前 庄次郎さん、堺 和信さん 
本日は加藤校長先生には、お忙しい中御来訪頂きありがとうご 

ざいました。また日頃より色んな処でお世話になり感謝申し上 

げます。後ほどの卓話を楽しみにしております。宜しくお願い 

します。 

●鍋島 勝雄さん 

本日の例会、古橋会長の心配りに感謝して。4月29日30日の高

山祭りからくり競演の話をさせて頂きます。 

●田中 武さん、内田 幸洋さん 

本日の出席率は本年度最高の 90％です。いつもこの様だと楽し

いですね。 

●田邊 淳さん 

家族で急病人発生したため2回連続で例会休みまして申し訳ご 

ざいませんでした。病人は幸い大したこと無かったのですが、 

やはり健康第一であること、そして万が一の際に普段から準備 

しておくことが大切であると実感しました。健康に感謝!!  

●中島 弘人さん 

・2月は全休となり大変申し訳ありませんでした。 

・3月9日にＯＫＢ大垣共立銀行は120周年を迎えます。引き続 

きご支援宜しくお願いします。お配りしてある通り120周年  

記念ドラマを制作中で、その様子が明日ＴＶ放映されます。 

時間のある方は是非ご覧下さい。  

●井辺 一章さん 

冬も終わり、いよいよ春。あずきな他山菜が色々出て来ます。

さぁ山へ行ってみよう。 

●田中 晶洋さん、山本 善一郎さん､新田 敬義さん､米澤 久二さん､

垣内 秀文さん､下屋 勝比古さん 

昨年高山を訪れた外国人観光客は36万4千人（高山市の人口の 

約4倍）、日本人を含めると430万人と、平成19年に次ぐ過去2 

番目だそうです。今年も観光都市高山が一層飛躍し、我々ロー 

タリアンもより一層職業奉仕出来ます様に。 

●住田 泰典さん 

春らしい日になりました。とても嬉しい季節です。本日早退さ

せていただきます。よろしくお願いします。 
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