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お祝い、義務教育９ヵ年皆出席表彰 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０   ●会 長   堺    和信 

●例会場 高山市花里町 3-33-3  TEL  34-3988  ●幹 事    下屋 勝比古 

        大垣共立銀行高山支店 ４Ｆ   ●会報委員長     榎坂   純一 

＜会長の時間＞ 
皆様とお会いするのは２カ月半ぶ

りでございます。昨年１２月のクリス

マス例会と1月の新年家族例会は、親

睦委員会で開催に向けて準備をして

いたのですが、市内において新型コロ

ナウィル感染者数が増えてきました

ので、やむなく中止とさせていただきました。その後1月１３日に

岐阜県は２回目の緊急事態宣言に入り、２月にはそれが延長となり

例会を２月末まで中止とさせていただきました。皆様とは新年のご

挨拶もできなくて、大変残念な思いでした。 

本日は、青少年委員会担当によります義務教育９カ年皆出席出席

表彰例会です。本来ならば、当クラブの会員が各中学校にお伺いし

て、生徒さんお一人お一人に賞状をお渡しする予定でしたが、この

ような状況下ですので先月２５日に中学校校長会の会議にお伺い

しまして、表彰状と記念品をお渡ししその業をお願いしてきました。

この事業は平成２年（１９９１年）に、宇野昭彦会長の時に社会奉

仕委員長の挟土貞吉さんの発案により始まりました。翌年より青少

年委員会が担当することとなり、今年で３１年目となります。これ

までに、６８５名の生徒さんを表彰させていただきました。そして

本年度も、４５名と多くの生徒さんを表彰させていただきます。生

徒さんたちが９年間頑張って通学されたことに敬意を表したいと

思います。この事業は平成１６年の市町村合併以前は、旧市内は４

中学校で多くても２０名程度の生徒数だったので、例会にお招きし

表彰させていただていました。しかし、市町村合併後は１２中学校

となり対象となる生徒数が大幅に増えることが予想され予算のこ

とや、遠方の生徒さんを例会に出席させることは難しいということ

もあり、平成１５年にクラブとしては廃止を決定していましたが、

教育委員会や校長会からの継続していただきたいとの要望が強く、

今日のような形として継続させて頂いております。あらためてこの

事業の重要さを知るととともに、発案者が挟土さんであることを知

り、さすがに目の付け所が違うなと思いました。 

後ほどご挨拶を頂きますが、米山記念奨学生のメイ・スィートさ

んに、奨学金をお渡しするのは今日が最後です。メイさんは、岐阜

大学の博士課程で生物物理学を専攻し、今月卒業の予定でしたが、

新型コロナ感染症の影響で研究が遅れ、半年後の９月に卒業予定と

いうことです。そのメイさんの母国ミャンマーで、２月１日に軍事

クーデターが起きました。今もなおクーデターに反対するデモが各

地で起きていて、死者も５０人以上出ています。メイさんも、家族

や国のことが心配ではないかと思います。会員の方から、メイさん

の帰国に関して心配される声がございましたが、まだ帰りませんの

でお願いします。しかし、９月に帰れる状態になっているかはわか

りません。そこでミャンマーという国について、そしてどうして軍

事クーデターが起きたのかは来週お話したいと思います。 
 
 

＜幹事報告＞  

◎ＲＩ日本事務局より 

・3月のロータリーレートについて 
 1ドル 106円（2月 =104円） 

◎ガバナーより 

・2020-2021年度 
地区大会登録のお願い 

日 時  5月29日（土）点鐘 12：20 閉会17：30 
会 場   高山市民文化会館   

  登録料   会員 5,000円  パートナー 無料  
◎ガバナー・ガバナーエレクトより 
 ・2021年地区研修・協議会開催のご通知 

日    時  4月18日(日)  点鐘13：00 終了16：50 
会     場  オンライン開催 
出席義務者    会長ｴﾚｸﾄ、次期幹事、次期会計、次期ﾛｰﾀﾘ  ー

情報委員長、次期職業奉仕委員長、次期雑誌 
広報委員長、次期会員増強委員長、次期社会 
奉仕委員長、次期国際奉仕委員長、次期青少 
年奉仕委員長、次期ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長、次期米 
山奨学委員長、(2019.1.1以降入会の) 新会員

◎濃飛グループ次期ガバナー補佐より 
 ・2021－22年度濃飛グループガバナー補佐訪問予定日について 
  第1回 7月16日、第2回 8月27日、G公式訪問 9月2日 
 第4回 5月以降予定 
・濃飛ＧＩＭ    10月24日（日）10：30～ﾎﾃﾙｱｿｼｱ高山ﾘｿﾞｰﾄ 
・会長・幹事懇談会 5月16日（日）15：30～ 洲さき 

◎はぐるま会会長より 
  第197回 はぐるま会開催のご案内 

日  時  4月4日(日) 12：24スタート 
場 所  飛騨高山カントリークラブ 
表彰式  カントリーレストランアリス 
会 費  2,000円      締  切    3月12日(金) 

＜例会変更＞ 
高山中央 … 3月15日（月）は、定款により 休会 

＜受贈誌＞ 
美濃加茂ＲＣ（会報）、(社)高山市文化協会（広報高山の文化 
No225）、(株)オクトン（ロータリーカタログ2021）、(株)フジマ 
キネクタイ(2021-2022ロータリーカタログ) 
 
 
 

＜出席報告＞ 

 

出 席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２９名 － ２９名 ３6名 80．56％ 
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＜お祝い＞ 
休会期間中の1月2月について、それぞれお祝いの品をお届けさ

せて頂いておりますので、今回文書配布にて紹介に替えさせて頂き

ます。 

◎１月 会員誕生日 

     井辺 一章    １． ３ 

     古橋 直彦    １． ９ 

     米澤 久二    １．１０ 

◎１月 夫人誕生日 

     田中  武   文子 さん     １． ６ 

          米澤 久二   智子 さん     １．２５ 

     門前庄次郎   真理子さん     １．２９ 

     堺  和信   淳子 さん     １．１６ 

     垣内 秀文   優子 さん     １．１８ 

      松田 康弘   りな さん     １．２２  

◎１月 結婚記念日 

     伊藤 松寿   Ｓ４７．１．１１ 

     長瀬 達三   Ｈ１４．１．３０ 

◎１月 在籍周年記念表彰 

岡田 贊三       ４０年 

 

◎１月 出席表彰 

       阪下 六代   ３１年 

 

◎１月 ３ヶ月表彰 

  ・内田 幸洋  ・斎藤  章  ・阪下 六代  ・長瀬 達三 

 ・挟土 貞吉  ・平  義孝    ・門前 庄次郎   

 

◎２月 会員誕生日 

     折茂 謙一    ２．  ７ 

     鴻野 幸泰    ２．１３ 

     遠藤 隆浩    ２．  ２ 

     黒木 正人    ２．１６  

     野尻 陽子    ２．１３ 

◎２月 夫人誕生日 

      田中 晶洋   晶 子さん     ２．２４ 

     杉山 和宏   啓  美さん     ２．１９ 

     堀 幸一郎   由 美さん     ２． ８ 

◎２月 結婚記念日 

     岡田 贊三   Ｓ４８．２．１０ 

     田邊  淳   Ｈ  ６．２．２６ 

     杉山 和宏   Ｈ１５．２．２３ 

◎２月 出席表彰、３ヶ月表彰 

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止にかかる例会中止措置のため、該当ナシ 

◎２月 在籍周年記念表彰 

          なし 

 
◎３月 会員誕生日 

堀 幸一郎     

３． ４ 

 

◎３月 夫人誕生日 

中島 一成   光 子さん    ３． ４ 

◎３月 結婚記念日 

     阪下 六代   ３． ９ 

     黒木 正人   ３．２０ 

◎３月 出席表彰・３ヶ月表彰 

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止にかかる例会中止措置のため、該当ナシ 

 

 

 

◎３月 在籍周年記念表彰 

 

田中 武 

       ２０年 

 

 

＜米山奨学金贈呈＞   メイ・スイート 

私を１年間サポートしていた

だいたロータリーの皆様に感謝

の気持ちを述べたいです。「本当

にありがとうございました。」そ

して、ロータリー同期のみんな、

友達になってくれてありがとご

ざいます。皆さんの優しさと笑

顔に、たくさん支えていただき

ました。 

一年前、私がここに立った時、とても緊張していました。今も少

し緊張しています。でも、今は私がロータリーのメンバーでいるこ

とを、とても誇りに思っています。 

高山西ロータリークラブでは、皆様と知り合えたことがかけがえ

のない財産です。私の悩みを聞いて頂いたり、美味しいランチを食

べて観光につれてくださったことも大切な思い出です。安心と将来

への自信を頂きました。 

私はロータリー学生の任期が終わっても、ロータリーの皆様と繋

がっていたいです。なので、さようならは言いません。 

一年間、本当にありがとうございました。 

 

 

＜本日のプログラム＞義務教育９ヵ年皆出席表彰 

青少年奉仕委員長 萱垣 敬慈 

本日の例会は、青少年育成員会担当例

会です。継続 31 年となりました『義務

教育9カ年皆出席表彰』を行います。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た合併前、

そして、それぞれの学校で、校長先生か

ら代理授与していただいた合併後を経

て2年前より、会員の皆様にご協力いただき該当校の修了式の場へ

出向いて各々の生徒さんへ授与する取り組みを始めました。 
しかしコロナ禍により昨年度の直接授与は中止、また今年度も見

送りとなり、2 月 25 日の校長会の場へ堺会長と共に出向いて表彰

状と副賞を託して参りました。9日の修了式の際に生徒さん方へお

渡しいただく予定です。 
今年は高山市全12中学校中10校、46名の生徒さんが皆出席を

達成されました。お名前をご紹介します。（敬称略） 
朝  日   1名 … 橋本 翔太 
清 見  4名 … 中道 空実、橋下 芽凛、間瀬戸 琳加、森本 優樹 
国 府  3名 … 小林 成希、田口 裕斗、舩坂 彩夢 
荘  川   1名 … 山口 永遠 
中  山  8名  … 稲垣 和真、大石 悠人、上北 秦、坂下 裕希、 

水船 寛太、齋藤 奏来、田口 莉子、横山 菜那 
丹生川   5名  … 荒井 優真、中島 陣、井上 みく、岡田 はる菜 

古瀬 聖連 
日  枝  9名   … 桂川 茉子、内田 岳次郎、清水 理菜、 

長瀬 里菜、針田 優羽、伊西 陸矢、 
櫻野 航希、大谷 紗奈、一ノ瀬 立基 
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東  山   4名 …  辻 沙那、岡田 慎吾、大野 早央里、野首 海人 
松  倉  8名  … 山崎 杏太、釜屋 ひめ乃、小絲 愛加、三浦 亜優 

小原 梨緒、日影 らな、山下 藍子、𠮷井 愛璃紗 
 宮   3名  … 鬼頭 あい、東田 羽奏、牧野 祥英 

 

 

本日は代表生徒さん分のみ校長

会長、松倉中の三橋校長先生に代

理授与させていただきます。 

 

 

では本日ご講話いただきます高

山市小中学校長会長 松倉中学校長 三橋 浩之先生をご紹介しま

す。三橋先生は旧朝日村に昭和36年お生まれになり、朝日小から

朝日中、斐太高校を経て岐阜大学・教育学部英語英文科をご卒業。

中学以来大学卒業までバスケットボールに励み、バスケ部で全国大

会にいきたいと思い教員になられたそうです。 

初任地の海津市から朝日中、日枝中、古川中、中山中、高山市教

育委員会、栃尾小教頭、教育委員会、本郷小校長、国府中校長を経

て、現在の松倉中校長と歴任されています。ご趣味は旅行とスポー

ツ観戦で、イチローを見にシアトル、ジョーダンを見にシカゴまで

出向かれたそうです。 

では三橋先生、よろしくお願いいたします。 

 

 

「コロナ禍における教育の 

今後と課題」 

  高山市立松倉中学校 

   校長 三橋 浩之 先生  

１．新型コロナに関わって 

１年間の学校の動き 

・休校措置から学校再開し、

「検温・マスク・消毒・

ディスタンス」の新しい

学校様式を探る中で、安

全第一、学習第二、行事第三の一年を過ごしてきた。 

２．今日的な教育課題とコロナ 

  ・来年度に迫った新学習指導要領（中学校）の施行と、コロナ

対応の影響により前倒しされた国のGIGA スクール構想の推

進により、求められる学校の価値が変わりつつあると感じて

いる。中学校で大きな価値を占めてきた部活動の在り方も変

革を求められてきている。それらに対応するなかで、予測不

可能な未来を生きる生徒にどのようにして「生きる力」を身

につけていくべきか、学校経営の在り方を追及しているとこ

ろである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、  
 

 
３．学校の価値とは何かを再確認する 

  ・仲間とともに過ごす中でこそ得られるものがあると信じ、自

分自身を乗り越える中で将来に生きる力を身に付けさせら

れる学校でありたい、と考えている。 

・協働的な活動の中で育まれる集団性の育成も大切にしつつ、

個別 適化への流れの中で、個人の発信力等を育成し、一

人一人に確実な力をつけていける学校にしていきたいと考

えている。 

・コロナはなくならないとの認識していたのもと、知恵をし

ぼって新しい学校を作り上げていく工夫をすること。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●堺 和信さん、下屋 勝比古さん 

皆様お久しぶりです。約2カ月半ぶりの例会再開は義務教育9ヵ年 
皆出席表彰として、高山市校長会を代表して三橋松倉中学校校長先 
生から卓話をいただきます。また母国ミャンマーが大変な状況にな 
っているメイ・スイートさんの 後の訪問になりました。お二人様 
ようこそお越し下さいました。皆様には新型コロナウイルス感染拡 
大対策や非常事態宣言で大変なことになっているのでしょうけど、 
あと少しだけ我慢して乗り切りましょう。 
●萱垣 敬慈さん 
高山市小中学校校長会長 松倉中学校長 三橋浩之先生のご来訪を

歓迎いたします。本日は卓話宜しくお願いいたします。 
●挾土 貞吉さん 
高山市小中学校校長会長 三橋浩之 様のご来訪を心より歓迎いた

します。先般の出前講座失礼しました。９ヵ年皆勤生徒誉めてあげ

て下さい。 
●杉山 和宏さん 

皆様ご無沙汰いたしております。3月5入っておりますが、2月に

妻の誕生祝いと、結婚記念日のお祝いを頂きました。ありがとうご

ざいました。 
●堀 幸一郎さん 

コロナ禍のストレスの中、こうやって集まれるのが新鮮です。私は

今日で56才を迎える事ができましたが、この日は祖父の命日でも

あるため、毎年心の中で手を合わせています。 
●田近 毅さん、平 義孝さん、内田 幸洋さん､井辺 一章さん､ 

米澤 久二さん、田中 武さん､鴻野 幸泰さん、垣内 秀文さん､ 

向井 公規さん、塚本 直人さん､黒木 正人さん､ 

皆様お元気ですか？昨年12月11日以来の例会です。3月に入り春

の日射しと暖かさを体感できる日が多くなりました。緊急事態宣言

の解除とともに、徐々に普通の生活が出来る日が早くやって来るこ

とを祈ります。くれぐれも感染に気をつけて下さい。 


	3-5
	3-5会員

