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上市ロータリークラブ

2  月　如　　月（きさらぎ）

超 我 の 奉 仕

例会日（水）12時30分　例会場　ウェルハートピアつるぎ
　　　　　　　　　　　　事務局〒930－0361中新川郡上市町湯上野1（ＴＥＬ472－6333）
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2006.2.1　　第1278回例会
■開会点鐘
■国歌斉唱
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■鋼領唱和
■四つのテスト唱和
■ビジター紹介
　社会福祉協議会　会長　枡田諧三様
■誕生祝等
　２月２日　島倉忠範さん御誕生日
　２月４日　田中義則さんの奥さん昭代さん
　　　　　　御誕生日
■幹事報告
・地雷ゼロロータリー連絡会アンケート集　
　計。
・書損じハガキキャンペーン。
■委員会報告（雑誌・広報山本委員長）
・RI会長メッセージ
　国際奉仕を考えるP1
　２月の世界理解月間にちなんで、ヴィルヘ
　ルムムRI会長は、国際奉仕プロジェクトに
　ついて考えるもとを提案しています。
・特集　理解月間
　海外のロータリー活動を知ろう（P5-9） 
　世界のロータリークラブの活動から、下記
　の活動をご紹介しています。
　　オランダ　奉仕のためのサイクリング
　　ブラジル　100周年を記念し山頂に記念碑
　　ス イ ス　木炭を売って資金集めを加速
　　イ ン ド　マニラに義足センター
　　南アフリカ　マンデラに捧げる歌
　　アメリカ　歩けない人のための三輪車
　　イタリア　イラクで医療ボランティア
　　ド イ ツ　走りぬくこと

　・私達のすること、すべきこと（P10-13）
　　第１回は、入会５年未満または50歳以下
　　の方のご意見を紹介します。
　・クラブ会長 ガバナーRI会長の選ばれ方
　　　　　　　　　　　　　　　（P12-14）
　　クラブ会長、ガバナー、国際ロータリー
　　RI会長は、どのようにして選ばれるので
　　しょうか。
　・光輝く島を取り戻そう～スリランカの子
　　どもたちへの熱い思い～（P22-23）
　・赤十字国際活動の現場から
　　　スマトラ島沖地震津波救援（P2-6）
　　大森赤十字病院所属 
　　　看護師・助産師　内木　美恵頂く
■ニコボックス報告
　田中義則さんの奥さん昭代さん誕生祝い
　高橋建一さんの誕生祝い
■出席報告　26/27人　96.29%
■卓話 「上市町の福祉の動向」
　　　社会福祉協議会　会長　枡田諧三様
＊私も皆様方に共通するボランテア精神で取
　り組んでる社会福祉の内容をご紹介します。
　　福祉は幸せを意味しており、地域福祉は
　そこに住んでいる人の違いを認めながら皆
　が自分らしく生きていけるように普段の暮
　らしを幸せにしていくことであります。
　　上市町の地域福祉を住民の立場で計画し
　実践していくことが上市町社会福祉協議会
　の仕事であります。上市町の地域福祉を考
　えるため、上市町の人口動態を過去20年に
　さかのぼって見つめなおして見たいと思い
　ます。上市町は高齢化率が、24.8% 県平均
　や全国平均より高くなっていることです。
　　一番変化の激しい地区は上市地区です。
　この地区は過去20年間で一番人口が減少   
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 （63%）しており高齢化率（34.3%）と一番高
　くなっているのです。市街地の人が少なく
　なり老人の占める割合が一番高くなってい
　るのです。一人暮らしのお年寄りや老人夫
　婦が多くなっており対策が急がれます。
　　年少率は13.1%でこれも県や全国の平均よ
　りも少ない。全国の出生率は一昨年の1.29
　から1.26に下がり、21世紀末の日本の人口
　は５千万人と推測されている。上市町はま
　さしく少子高齢化が進んできている。この
　少ない子供達にもかかわらず不道徳な大人
　がいて地域で子供を見守るパトロール隊を
　編成していかなくてはならない時代となっ
　ています。社協は地域の子育てのお手伝い
　の観点からこの事業にも協力していきたい
　と思っています。
　　富山県は県民福祉基本法計画を策定して
　高齢者にたいしては、これまでふれあい型
　の事業を展開してきました。地域単位で生
　き生きサロンに子供も加わって世代間交流
　もおこなわれてきました。しかし、上市地
　区のように高齢化率が高くなりお年寄りだ
　けの家が増えてくると一人ひとりに適応し
　た具体的な支援体制が必要となってきてい
　ます。一人の孤独な老人を幾人かの近所の
　人が見守り支え合うことで、そのお年寄り
　の人生が全うされるように努めていく、そ
　のような支援機関を構築していく必要が起
　こってきています。この組織をケアネット
　型と呼んでおり、現在は上市、柿沢、南加
　積、宮川、相ノ木地区で実践されておりま
　す。ただ、高齢化率が高くなっても悲しむ
　ことはありません。80%の年寄は認知症で
　もなく、介護保険のお世話にならない元気
　な年寄ですから、私達は今から介護予防に
　努めて元気な年寄を目指したいものです。
　

　　上市町ボランテアセンターは、町長さん
　が災害に強い街づくりを目指しておられる
　ことに呼応して、災害ボランテアグループ
　を立ち上げることに致しました。福祉の機
　関紙で呼びかけますのでその際は宜しくご
　協力をお願い致します。今年の豪雪の中で

　も上市町の除雪を手伝いたいと申し出たボ
　ランテアが幾人もおられました。災害が発
　生した際に対応できるボランテアセンター
　を今のうちに作っておきたいと思いますの
　で宜しくお願い致します。

■開会点鐘
■国歌斉唱
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■鋼領唱和
■四つのテスト唱和
■ビジター紹介
　・富山シティーロータリークラブ
　　　　　　　　　大愛恒雄様 （写真右）
　・富山シティーロータリークラブ
　　　　　　　　　碓井太吉様（写真左）

・富山シティーロータリークラブ創立10周年
　記念講演で第一部「ふるさとの愛し方」講
　師森富山市長基調講演、第二部「市長と描
　く。市民と創る」パネリスト：森富山市長
　・橘高岡市長　コーディネーター：中尾経
　済同友会代表幹事の対談に会員皆様に参加
　の呼びかけがありました。
■誕生祝等
　２月10日　北川勇賢さんの御誕生日
■幹事報告
　・ラオスCLC起工式及び視察の案内
■ニコボックス報告
　北川勇賢さん　誕生祝い
■出席報告　26/27人　29%
■卓話「ニート、フリーターへの対応」
    　　　上市高等学校教諭　山崎玲子様
１、総合学科について
　　平成９年に普通化・農業科学科の特色を
　生かして、①人文国際②自然科学③グリー
　ン④スポーツ科学⑤福祉健康⑥情報ビジネ
　スの６分科が設置されました。
２、進路先
　・大学・短期大学が約30%、専門学校が約
　　45%、就職等が25%です。

2006.2.8　　第1279回例会



－３－

　・最終的に進路に対しての満足度は96%で
　　す。
３、総合学科の充実に向けた取り組み
　・情報を収集し、活用できる能力
　・人間関係を構築する能力
　・意志決定する能力
　・進路設計を立てる能力等を育成するために
①学校における教育活動を、生徒の進路学習
　に結びつくよう計画的に実施する。
②生徒本人の進路学習「産業社会と人間」に
　おいては、自己理解を深めるとともに、職業
　や学習についての理解を深めることを目的
　に、「上級学校や企業の施設見学」「社会人
　講話」「２年次の選択科目についてのガイ
　ダンス」「ライフプランの作成」を行う。
③地域社会との連携をはかり一人一人の生徒
　が就職、進学が等に向けた進路意識をたか
　め、自分の人生設計に主体的に取り組むこ
　とが出来るよう、❶全学年に集中講座を実
　施する。❷１年次に特別時間割「異文化フ
　エスタ」を開講する。❸２年次県外進路研
　修、進路講話、「卒業生に聞く」を実施す
　る。❹２年次就職希望者を対象にインター
　ンシップを実施し、学外単位として認定す
　る。❺３年次講師による親子進路ガイダン
　スを開催する。❻３年次就職希望者を対象
　に企業見学会を実施する。
④家庭との連携「定期的に保護者懇談会」を
　設ける。

■開会点鐘
■国歌斉唱
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■鋼領唱和
■四つのテスト唱和
■ビジター紹介
　マックスウエル・カーリン様
■誕生祝
　２月16日　永原英敏さんの奥様敏子さんの
　　　　　　御誕生日

　２月18日　住吉聖雲さんの奥様信子さんの
　　　　　　御誕生日
■幹事報告
　・富山シテークラブ10周年記念講演の参加
　・和光・立山・河北南ロータリークラブ会報
　・米井名誉会員逝去の挨拶状が来ています
■ニコボックス報告
■出席報告　24/27人　88.88%
■卓話　上市中学校英語指導助手
　　　　　　マックスウエル・カーリン様
　アメリカ合衆国カルフォルニア州出身です。
３年間タイなど東南アジアを渡り、英語教師
をし、昨年始めて日本にきました、マックス
（父から）ウエル（母から）・カーリンです。
（マックス・バリュウと覚えてください）ど
うぞ宜しくお願いします。（日本にきて半年
なのに日本語もうまい）日本にきて坐禅をし
ましたが、なかなか難しかったです。また東
京へ３回・長野県の白馬山・群馬県・福井県
富士山も登りました。立山も行きました大変 
素晴らしく良いところなので、来年も上市に
努めたいと思っています。
　又日本の食べ物もおいしいです、日常生活
ではゴミを出す時ゴミを分別するのに大変な
苦労をしています。それからカルフォルニア
州についのクイズ等も行ない楽しい卓話にな
りました。
　マックスさんは大学では日本史、地理学な
どを専攻しており、日本の歴史に大変興味が
あり現在徳川時代（幕府）の専門誌を愛読し
ておられます。

■開会点鐘
■国歌斉唱
■ロータリーソング（奉仕の理想）
■鋼領唱和
■四つのテスト唱和
■ビジター紹介
　八尾ロータリークラブ西浦会長
■副幹事報告

2006.2.15　　第1280回例会

2006.2.22　　第1281回例会
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　・黒部ロータリーから会報が来ています
　・ロータリー財団国際親善奨学生、文化研
　　修生及び世界平和奨学生募集が来ていま
　　す
■ニコボックス報告
　八尾ロータリークラブ西浦会長
■出席報告　23/27人　85.18%
■卓話 「ロータリ創立記念例会」
１、12代会長　永原英敏様

　・私は20周年以降の記念行事の為に、半期
　5 , 0 0 0円を会費に上乗せしたのが、現在ま
　で続いています。また、クラブの運営には
　会長と幹事のコンビネーションが一番大切
　と痛感致しました。
２、17代会長　住吉聖雲様

　・私の会長時代は２月はロータリー創立記
　念月間として大変重要視されていました。
　　国際ロータリーは世界168か国・クラブ数
　32,198・会員1,192,292人の組織・日本のロー
　タリーはクラブ数2,326・会員数102,197人
　の組織となっています。
３、23代会長　藤原英起様

　・入会して25年、以前は出席については大
　変厳しくて、欠席すると事務所から「メー
　キャップして下さい」又、欠席委員長から
　「100 %になるから頼む」と電話が入った
　ものです。全会員出席100 %に燃えていま
　した。
4、24代会長　田中義則様

　・昭和58年から現在も継続している町行政
　と協力しての花木植林事業のように、地域
　に対して他に出来ることはないだろうか、
　以前に町立図書館にあったロータリー文庫
　の復活をクラブ会員に考えてもらいたいと
　思います。
　　ロータリークラブの運営は、トップダウ
　ンではなく、ボトムアップの手続きで運営
　が望ましいと強く感じています。
　　クラブ創立記念日例会について特に思う
　ことはクラブと地域のつながりが大切だと
　思います。
5、26代会長　早川親行様

　・私は25周年という大きな節目にあたりその
　折には皆様方に協力を頂き感謝しています。
　上市ロータリークラブ25年間の歴史が整理
　され金田さんの倉庫に保管されています。
6、27代会長　中村智雄様
　・２月23日のロータリー創立記念に、歴代
　会長から卓話ありがとう御座いました。　
　　又、田中パスト会長よりロータリー文庫
　復活の提案がありました、次年度といわず
　本年度から取り組みたいと思いますので皆
　様のご協力を宜しくお願い致します。


