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◇ホームページ

◆会報担当 平林 英一
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＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞
＜本日のゲスト＞
飛騨高山森林組合

＜会長の時間＞

会長

中田 專太郎
奉仕の理想

森林事業部高山地区担当
係長 八賀 光弘 様
会長

中田

專太郎

少し前からよく耳にする言葉に、
「持続可能性」というものがあり
ます。英語では、「サスティナビ
リティ」となり、ロータリークラ
ブの講演などを聴いても、よく出
て来ます。
本日は、この言葉をちょっと取り
上げてみたいと思います。
第二次世界大戦時、イギリスにはスピットファイアー、ド
イツにはメッサシュミット、アメリカにはグラマンといっ
た戦闘機がありましたが、その航続距離は約 1,000km 足ら
ずであったのに較べ、零戦は 3,000km にも達したというこ
とです。これらの航続距離がどれだけ伸びたとしても、先
の「持続可能性」ということではあまり意味をなしえませ
ん。
「兵器」の持続可能性とは、
「常にどこかで紛争が絶え
ず起こっていること」のハズであり、平和が続いたのでは、
兵器としての持続―つまり存続可能性はなくなってしま
います。
このように「持続可能性」という言葉は、必ずしもいい結
論を導き出すとは限りませんが、物事の本質を探る上では、
非常に重要な言葉であり、思考の手助けをしてくれる言葉
でもあります。
さて、ここでロータリークラブの持続可能性とはなんぞ
や？を考えてみたいと思いますが、これが中々に難しいテ
ーマではあります。
ＲＩ会長のイアンライズリー氏は、「・・・環境の悪化と
世界的な気候変動は全人類への脅威である・・・影響を最
も受けやすいのは弱い立場にある人たちであり、そのよう
な人たちこそ、ロータリーが助けていく必要がある。それ
にもかかわらず、環境問題がロータリーで議題に上がるこ
とはほとんどない。環境の持続可能性がロータリーの懸念
分野ではないと言えたのは、昔の話だ。今や、環境問題は

あらゆる人にとって懸念すべきことである・・・」
これがＲＣの持続可能性についての全ての答えではあり
ませんが、ＲＣが今後も存続していくためには、「・・・
女性会員をもっともっと増やすこと、若年層の理解を広く
伸ばし、そして入会してもらうこと・・・」がとても重要
になって来る、とも説いてみえます。
本日は、飛騨高山森林組合の八賀係長から、後ほどお話し
を聞かせていただくことになっております。 お話しをお
聞きしながら、環境についての問題（持続可能性を含めた）
を考えを深めることにつながれば・・・と思っております。
どうかよろしくお願い致します。

＜幹事報告＞

幹事 谷口

欣也

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナー事務所より
・大会決議案
・地区世界社会奉仕補助金申請・
後期の受付けについて
・10 月のロータリーレートのお知らせ 1＄=112 円
・会員増強研修セミナー報告書
・第 39 回バギオ訪問交流の旅募集について
○美濃加茂ロータリークラブより
・2017-18 年度国際ロータリー
第 2630 地区濃飛グループＩＭおよび
美濃加茂ＲＣ創立 50 周年記念式典開催のご案内
日時：11 月 19 日（日）
会場：美濃加茂シティホテル
登録料：10,000 円
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
10 月 12 日（木）休会 定款により
11 月 9 日（木）18：30～ ホテルアソシア
紅葉同伴例会
11 月 23 日（木）休会 法定休日
○ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 210
＜高山岊城ライオンズクラブより＞
・高山５クラブ親善ゴルフコンペの御礼
＜高山市青少年育成市民会議より＞
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・「子ども・若者育成支援強調月間」における
街頭啓発活動について
・「家族スナップ写真展および家庭の日図画展」
作品募集並びに広報活動について
＜高山市生涯学習課長より＞
・「わが家 わが町 家庭の日発表会」開催について
＜会報＞
・美濃加茂ＲＣ
・下呂ＲＣ

＜環境保全委員会＞

＜講師紹介＞

飛騨高山森林組合

委員長

都竹

太志

副委員長

直井

泰司

森林事業部高山地区担当
係長 八賀 光弘 様

「森林職員から見た高山の森林について」
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環境保全委員会副委員長の直井泰司さんに、今日の講師の
森林組合 八賀光弘様の紹介と、林業についての自分の経
験からのエピソードを語っていただきました。
林業の仕事である木を切ること、山を管理することにおい
て、危険な作業の中で神様に助けられたなど、山を守る仕
事を生き生きと語っていただきました。時間の関係上深い
話はまたお酒の席でとのこと、またの機会を楽しみにした
いと思います。
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＜１０月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
永井 信次
中田 專太郎
伊藤 正隆
二木 公太郎
坂之上健一
岡崎 壮男
益田 大輔
井ノ下雄志
谷口 欣也

Ｓ２５年１０月 ５日
Ｓ３０年１０月 ６日
Ｓ２７年１０月１１日
Ｓ５０年１０月１２日
Ｓ３１年１０月１７日
Ｓ３５年１０月２１日
Ｓ４９年１０月２１日
Ｓ４８年１０月２４日
Ｓ３５年１０月２７日

＜夫人および夫君誕生日＞
阿部 眞澄美
恭助
岩垣津 亘
則子
和田 良博
景子
田中 雅昭
栄子

＜結婚記念日＞
内田 茂
直井 泰司
津田 久嗣
阿部 眞澄美
坂之上健一
今井 俊治
熊﨑 元康
鶯塚 英雄
平林 英一
久々野国良

Ｓ５８年１０月 １日
１０月 ３日
Ｓ６２年１０月 ４日
Ｓ５０年１０月 ５日
Ｓ５７年１０月１９日
Ｓ５４年１０月２３日
Ｈ ５年１０月２４日
Ｓ５７年１０月２８日
Ｓ５２年１０月３０日
Ｓ５１年１０月３１日

１０月 ２日
１０月１１日
１０月１１日
１０月１３日

＜ニコニコＢＯＸ＞
高山中央ＲＣの皆様へ。昨年のガバナーエレクト事務所の
時は皆様のご指導賜りありがとうございました。お陰様で、
ガバナー事務所として運営させて頂いています。当年度、
地区幹事一同感謝申し上げます。
地区代表幹事 中井茂平様
地区大会実行委員長 松本正博様
地区幹事 神戸照男様

結婚記念に美しいお花をありがとうございました。何の日
か忘れていました。
内田 茂

飛騨高山森林組合 森林事業部高山地区担当係長 八賀
光弘様のご来訪を心より歓迎致します。後程卓話にてご指
導よろしくお願いします。
理事役員一同

「ロータリーの友」に広告代を払い損ねたので・・・。
二木 公太郎

本日は環境保全委員会担当例会です。八賀様、よろしくお
願いします。皆様よろしくお願いします。 都竹 太志
ガバナー月信に、クラブビルダー賞紹介。ありがとうござ
います。
島 良明・三枝 祥一・平林 英一・伊藤 正隆
「ロータリーの友」クラブを訪ねてで、写真入りで紹介さ
れました。ありがとうございます。
島 良明・伊藤 正隆・古橋 ひと実

31 周年の結婚記念日。お花をありがとうございました。
よく我慢してくれたもんです。感謝・感謝。 高木 純
「ロータリーの友」の広告掲載料として。

益田

大輔

最近、例会欠席が多く申し訳ありません。私が所属してい
る高山商工会議所青年部にて全国大会分科会を 2 月に、ま
た東海ブロック大会を来年 10 月に予定しておりバタバタ
としております。当クラブにも、ご卒業生の先輩が多数い
らっしゃいます。後輩も頑張っております。今後、お願い
にあがる事が多数あると思いますがよろしくお願いしま
す。
高橋 厚生
「ロータリーの友」に写真が掲載された皆様は、ニコニコ
へのご協力をお願いします。
周 信夫
すいませんが、早退させて頂きます。

井ノ下

雄志

