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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   米澤 久二 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     新井 典仁  

                               

 

   ロータリー：変化をもたらす 

17-18 年度会報月間写真 お城シリーズ 

5 月 彦根城       新井 典仁 

高山西ロータリークラブ 

お祝い・青少年奉仕委員会 

＜会長の時間＞ 

グランドスラムと４つのテスト 

 先の春の叙勲で挟土さん瑞宝

双光章を受賞されました。お祝

いに花束を贈呈したいと思いま

す。挟土さん前にお願いします。

おめでとうございます。 

 さてテニスでグランドスラムと言えば主要な４大大会をさすか、

又は４大会すべてで優勝することです。ゴルフも４大会すべてで優

勝することと聞いております。野球では満塁ホームランを打って4

点入ることです。グランドスラムはトランプのブリッジから来た言

葉で、もともと「総どり」と意味だそうです。 

話をテニスに限れば全豪、全仏、ウィンブルドンそして全米が４

大大会と言われております。全豪は１月下旬に開催されました。５

～６月に全仏が開催されます。６～７月はウィンブルドン、８～９

月は全米となります。 

グランドスラムの一つ全仏は今年、５月２７日開催です。全仏は

レンガを潰した赤色のコートです。クレーコートと呼びます。審判

はフランス語で行い英語を使いません。以前に申し上げましたよう

にウィンブルドン大会も様々な独自ルールを設け、他の大会と差別

化を図っております。全仏もこのように差別化を図っておりブラン

ドイメージの強化を図っております。 

４という数字がグランドスラムに使われていますが、４と言う数

字がどのような意味を持っているかはわかりません。調べましたが

わかりませんでした。 

さてロータリーで４と言えばクラブの第一例会に唱和する４つ

のテストです。 私も仕事で判断に迷う時、このテストを思いだし

ます。原文はthe four way test といいまして単数になって

おります。testsと複数形になっていません。単数形になっている

意味は言行が４つのテストの一つを満たしていればいいのではな

く、４つすべてを同時に満たしていなければならないということだ

そうです。 

ロータリーの４つのテストをすべてクリアーすることはロータ

リークラブの中でグランドスラムの達成と言うことになります。ロ

ータリアンみたいな人からロータリアンになったと言うべきでし

ょうか。ロータリアンはグランドスラム達成者ということになろう

かと思います。 

 
 
＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・５月のロータリーレートについて １ドル１０８円（現行１０４円） 

◎高山市都市提携委員会より 

・平成３０年度高山市都市提携委員会定例会資料 

 

◎高山市文化協会より 

・平成３０年度通常総会の開催について(ご案内) 

日時  ５月２９日(火) 午後７：００～ 

場所  高山市民文化会館２－５会議室 

＜受贈誌＞ 

ＲＩ日本事務局（財団室NEWS）、一般財団法人比国育英会バギオ基

金（バギオだより2018年5月号）、生駒時計店（2018-2019カタロ

グ）、社団法人高山市文化協会(広報高山の文化) 

 
 

＜出席報告＞ 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

  お祝い 

◎会員誕生日 

 塚本 直人    ５． ７ 

 

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

 塚本 直人   智子さん     ５．１３ 

 山下 直哉   理恵さん     ５．２６ 

 萱垣 敬慈   真美 さん     ５．１１ 

◎結婚記念日 

 折茂 謙一 Ｓ３８．５． ６、井辺 一章  Ｓ５２．５．１２ 

 斎藤 章  Ｓ５６．５．２５、堺  和信  Ｓ６１．５．１８ 

 新井 典仁 Ｈ１４．５．２５、高桑 光範  Ｈ ３．５．１８ 

 中林 康弘  Ｈ１２．５． ７ 

◎出席表彰 

米澤 久二   

１８年 

伊藤 松寿  ３３年（当日欠席） 

 

◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿  ・井辺 一章   ・杉山 和宏  ・田中   武 

・米澤 久二 

  

   

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 34名 １名 35名 41名 85.37％ 

本日 34名 － 34名 41名 82.93％ 



例 会 報 告  

ロータリー：変化をもたらす 

 

＜本日のプログラム＞  

青少年奉仕委員会 

委員長 長瀬 達三 

本日の青少年奉仕委員会担当例会

は、昨年に引き続き「高山市キャリア

教育を考える会」の事務局、高山市教

育委員会学校教育課より梶田哲也様にお越しいただきました。 

「キャリア教育を考える会」主催の『出前講座』については、学

校年度は既に新年度が始まっており、ロータリーで言う所の次年度

は２回実施予定との事ですので、その際にはまた多数の会員皆様の

ご協力をお願いいたします。 

では梶田様のご紹介をさせていただきます。１９７１年市内にお

生まれになり、松倉中から斐太高校、千葉大学教育学部をご卒業の

後、丹生川小や中山中学校等にて教員として勤められ、２０１５年

４月より教育委員会にお勤めです。また、当クラブのチャーターメ

ンバーで、第５代会長である柿本傳助氏のお孫さんにあたられます。

本日は宜しくお願いいたします。 

 

 

平成３０年度キャリア教育について 

～高山市キャリア教育出前講座を通して～ 

高山市教育委員会 学校教育課  

     梶田 哲也 様 

本日は例会の場でお話しさせてい

ただく機会をいただきありがとうご

ざいます。 

まずは御礼とご報告です。この度

高山市教育委員会は、キャリア教育優良教育委員会として文部科

学大臣表彰の栄に浴しました。これも高山西ロータリークラブ様

はじめ、各団体の皆様のご協力の賜物です。ありがとうございま

す。『出前講座』に関しましては、各中学校から次年度も継続した

い、また是非新規で取り組みたいという声が挙がり、平成30年度

は市内12校中11校においてを実施したいとの要望を受けており

ます。開催中学校の数に対し引き受けてくださる団体の数が限ら

れており、高山西ロータリークラブ様には無理をお願いして２校

での開催を受けていただきましたこと、心よりお礼申し上げます。 

さて、昨年もお話しさせていただきましたが、 高山市では『Ｅ

ＳＴ Project（Education for Sustainable TAKAYAMA…持続可

能な高山のための教育）』の名称でキャリア教育を推進しています。 
キャリア教育といっても人によって想像する内容はさまざまです。

キャリアという言葉から職業訓練のようなものを連想してしまう

人も少なくありません。 

キャリア教育とは、多様な大人とのふれあいです。昔を思い出し

てください。隣近所は皆顔見知りで、子どもたちは日常的に大人か

ら声をかけられたり、異年齢の集団の中で遊んだりしてきました。 

大人との交流の中で、人には多様な生き方と価値観があることを学

び、集団生活を通してコミュニケーション力やネゴシエーション力

を自然に育んできたのです。しかし、現在はどうでしょうか？子ど

もが教師と保護者以外の大人と接する機会は極端に減少しました。

テレビやゲームなどの影響もあり、外遊びの機会が少なくなり、遊

びの集団も小さくなっています。このような社会環境の変化に伴い、

これまで地域の中で子どもたちが自然に身につけてきたことを、改

めて教える機会を設ける必要が出てきており、キャリア教育の出前

講座を必要とする学校が多くなったと認識しております。 

 本日は昨年度東山中学校において実施いただいた出前講座の様

子をＤＶＤにてご覧いただきます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ニコニコボックス＞ 
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん 

高山市教育委員会 梶田 哲也 様ようこそいらっしゃいました。本

日の卓話よろしくお願いします。 

●門前 庄次郎さん､下屋 勝比古さん､大村 貴之さん､山下 直哉さん､ 

榎坂 純一さん 

高山市教育委員会 学校教育課 梶田 哲也 様のご来訪を心より歓

迎いします。高山市キャリア教育を考える会｢出前講座｣についての

ゲストスピーチよろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃい

ました。本日の卓話よろしくお願いします。 

●挟土 貞吉さん 

①職務ご多用の中おいでいただきました梶田教育課長様のご来訪、

心より歓迎いたします。卓和が楽しみです。宜しくお願いいたし

ます。 

②この度、小生永年（32年）の保護司活動が認められ、はからずも 

「瑞宝双光章」の栄に浴し今月９日、皇居にて天皇陛下の拝謁の 

栄誉とともに、運よく直接お言葉を賜り感激いたしました。こ

れもひとえに西ロータリークラブの皆様はじめ、長年お付き合 

いをいただいた全ての皆様のご指導ご厚情の賜物と深く感謝い

たしております。更なる健康回復と「心の修行」をし、一寸た

りとも「世のため人のため」このご恩返しができるよう精進し

てまいりたいと思いますので、今後とも変わらぬご厚誼を賜り

ますようお願い申し上げます。   

●岡田 贊三さん､田近 毅さん､内田 幸洋さん、斎藤 章さん､ 

田中 武さん､遠藤 隆弘さん､田中 正躬さん､向井 公則さん､ 

下屋 勝比古さん､大村 貴之さん､田邊 淳さん､松川 英明さん､ 

高桑 光範さん､榎坂 純一さん､萱垣 敬慈さん､大前 克秀さん 

挟土貞吉さんが更生保護功労により瑞宝双光章を受章なされまし

たこと、誠におめでたく、心よりのお祝い申し上げます。今後ます

ますのご活躍をお祈り申し上げます。 

●小森 丈一さん 

・挟土貞吉さん、瑞宝双光章受章誠におめでとうございました。人 

の立ち直りを支える活動は容易な事ではないのに長年続けて来 

られた事に敬意を表します。 

・今月も俳壇に採り上げられましたので。 

●折茂 謙一さん 

結婚記念お祝い有難うございます。本日早退します。 
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