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会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
797 回

48 名

40 名

31 名

−

77.50%

前々回
795 回

48 名

40 名

32 名

7名

97.50%
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＜幹事報告＞
◎ＲＩ本部より

＜会長の時間＞

会長

三枝

祥一

ローソクについて

・ロータリーアン誌６月号
・ロータリーアン誌７月号
◎岐阜県濃飛分区次期ガバナー補佐より
・濃飛分区次期会長・次期幹事懇談会のご案内

ローソクとは、蝋（ろう）に綿糸などでできた芯を埋め込

日時

６月２７日（土）１１：００〜

んだもので、芯に火を点して灯りとして用いるものです。

場所

シティホテル美濃加茂

ろうそくは大別して原料、成形方法が異なる和ローソクと

登録料

洋ローソクに分けられます。
和ローソクはハゼノキの果実からとれる木蝋をイグサと
和紙からなる芯に塗り重ねて成形される。純粋に植物性で
あります。
洋ローソクは元来、ミツロウ（ミツバチの巣を構成する蝋）
から作られていましたが、現在では主に石油パラフィンと
ステアリン酸から作られている。芯を入れた型に蝋を流し
込んで成形したのもです。
和ローソクと洋ローソクの大きな違いは、洋ローソクの場

○ローター米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま１１１号
○熊本グリーンロータリークラブより
・「ロータリー情報集」最新版発売のご案内
１冊＝１５００円
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
６月４日（木）１２：３０〜
ガバナーエレクト事務所見学例会
６月２５日（木）→２８日（日）

合すすが大量に出ることで、お寺などでは仏具がすすで汚
れないように、すすが出ない和ローソクを使ってみえます。

１０，０００円

さよなら例会

皆さんよくご存知の、光源の明るさの単位「カンデラ」は、

・人権たよりＮＯ３７

もともと特定の規格のローソクの明るさを基準として決

＜高山市民憲章推進協議会より＞

められた単位であります。
ローソクの歴史は、古代エジプトの時代、ミイラ作成のた
めミツロウが使われたり、2300 年前のツタンカーメンの
墓からは燭台が見つかるなど古くから使われていました。
現在では、照明としての役割は限られるようになり、その
炎の色合いから、落ち着いてくつろぐ雰囲気を演出する、
伝統行事の提灯、行灯の灯り、誕生日のケーキの飾り、結
婚式の装飾、アロマセラピーの香具などさまざまな目的で
使われています。

金沢市街

＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞

・高山市民憲章推進協議会総会のご案内
日時

６月３日（水）１９：００〜

場所

高山市役所

市民ホール

＜高山市青少年育成市民会議より＞
・表彰者の推薦・紹介について
・高山市青少年育成市民会議総会開催のご案内
日時：６月４日（木）１９：３０〜
会場：高山市民文化会館４−７
＜飛騨高山国際協会より＞
・市民海外派遣事業について

普通のローソクの融点は、50℃が主ですが、融点が 37℃

＜２１世紀のカンボジアを支援する会より＞

くらいの、いわゆる低温ローソクを用いて、一部のマニア

・カンボジアに井戸を作るお願い

の間で使われているようです。
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＜本日のプログラム＞
会員増強委員会

・

島

委員長

昼ごはんが食べられる皆で食べると楽しい。妻が作ら
なくていいので喜んでいる。

「ロータリークラブに入会してよかったこと」

・

仕事に結びつくことがある。

・

地元だけでなく、他地区(岐阜・三重)のロータリーメ

今回は、ロータリーに入会して良かったことを各テーブ
ル別に話し合い、まとめていただき後日その意見を会員増
強に役立てていきたいとの説明の後、テーブルディスカッ

ンバーと知り合いができた。
・

違う職業の集団、他業種の考え方が勉強になる。

・

趣味のゴルフコンペの機会が増え、それを通して多く

ションを行いました。

の人と知り合え、世界が広がった。

短い時間でしたが、各テーブルと今後の会員拡大に繋がれ
ばとたくさんの意見が出されました。

・

人脈が豊富になった。

・

親睦の機会が多く、会員同士がどんどん仲良くなって
いくので楽しいし、若いメ

以下は会員の皆さんから出された意見です。

ンバーが多くなってきた

ので気楽に活動が出来る。

・

新しい会員と交流が出来た。

・

異業種の方々との交流で世界が広がり情報交換がで

・

あらゆる機会で勉強になり、トレーニングの機会が多
いので成長できる。

きる。

・

家族での交流が出来る。

・

バンド、ゴルフを通じて輪が広がった。

・

機関誌で世界や日本の問題について深く知ることが

・

ＪＣその他にはない幅広い年齢層との関わりが持て
た。

・

できる。
・

同様の社会的立場、責任を負う皆様と輪が持てたこと

個人では取り組めないような、世界的、国際的な大き
な規模の「奉仕活動」に、団体を通じて参加すること

で、居心地の良い安心感が持てた。

が出来る。（例えば：ポリオ・水・蚊帳）

・

奉仕について学び、理解し参加する喜びを得た。

・

例会が気分転換になる。

・

社会貢献を考える機会に恵まれた。

・

生活のリズムが出来た。

・

奥様同士の輪も広がった。

・

例会で会社を抜けることにより、社員に対する対応が

・

毎週必ず友達と会う時間が出来た。

・

他の地域の方々とも接点が出来て、輪が広がり情報交

・

他では出来ないような経験が出来る。

換ができる。

・

例会に毎週出席することは、自己管理をしっかりする

うまく出来るようになった。

・

個人と会社としてステータスが得られる。

・

世間が広がる。

・

人前で話すことの練習になる。

・

役職を通じてつながりが強くなった（他のクラブ）

・

ファッション的な面も気を付けるようになった。

・

例会以外の事業も楽しめる。

・

一にも二にも自己啓発になる。

・

ロータリーバッチに力がある。

ことにもつながり健康上にもよい。

＜ニコニコＢＯＸ＞
一昨日は羽島にてロータリーバンド演奏会が行われま

はぐるま会で運よく優勝いたしましたので。

した。バンドメンバーの皆様ご苦労様でした。劔田さん

和田

良博

を始め応援に来て頂きました。劔田さん！感想をお聞か
せ下さい。

橋本

修

今年度もあと一ヶ月余りとなりました。会計も締めに
入ります。会費未納の方はお願い致します。

皆さん！！今日でお別れです。１０年間お世話になりま

伊藤

正隆

してありがとうございました。今日は５０歳代最後の日
です。明日からはいよいよ６０代となります。６０代に

途中で抜けさせて頂きます。

久々野

国良

なりましても楽しい御付き合いをよろしくお願い致し
ます。

島

良明

長男が５月より帰ってきて店を手伝うことになりまし
た。景気が悪い時にも明るい店づくりをして頑張りたい

当クラブの還暦お祝いコンペでは、同伴メンバーに恵ま

と思いますのでよろしくお願いします。今月は移動例会

れまして優勝させて頂きましたので、にこにこへ。

が多く、久しぶりに当例会場で例会です。改めてニコニ

三枝

祥一

先日の還暦お祝いコンペご苦労様でした。ハンデ 28 も
貰い準優勝できました。馬も貰いました。ありがとうご
ざいました。

新宮

一郎

コをお願いします。

松之木

映一

