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「 聞・思・修 」

会長 橋本 修
それでこそロータリー
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がおいしい季節に入りますが、“天然アユ”の定義とは何
か、実は川で取れれば人工授精した放流魚でも市場ではす
べて天然扱いだそうです。
「養殖」は、養殖業者から市場に出荷された魚だけを指す

＜会長の時間＞

会長

橋本

修

そうです。
今年は春先の寒気の影響か、解禁当初から不漁で、庶民に

皇室三大行事の一つ、第３０回全国豊かな海づくり大会ぎ

は益々高値の花になりつつあります。

ふ長良川大会が昨日関市文化会館にて、天皇、皇后両陛下
ご臨席の元記念式典が実施されました。
私の友達も参加しました。河川を舞台に始めて開催する海

＜幹事報告＞

幹事

岩垣津

亘

づくり大会との事です。白川郷から雪解け水となって水の
流れは森から川へ、川から海へと、森の恵み、川の恵みが
豊かな海となる。海のない県で行われるのは 2 県目だそう

◎2009～2010 年度ガバンナー事務所より
・ＷＣＳ補助金申請・受付のご案内

です。サテライト会場が２箇所有、位山と、中津川ですが、
位山の植樹の様子が写し出され、元西ＲC の伊藤さん親子
がインタビューに答えていました。総合司会はＮＨＫのア
ナウンサーでしたが、アシスタントは地元関市出身のグラ
ビアアイドル熊田曜子さんでした。

＜本日のプログラム＞
クラブアンセンブリー
親睦活動委員会
一方、長良川の生態系の異変を指摘している人がいます。
一面記事に載っていましたが、岐阜大の粕谷志郎教授です。
高山出身で、同世代だそうです。
「長良川河口堰の影響で
川底にヘドロがたまり、鮎の前に寄生する巻き貝のカワニ

委員長

谷口

欣也

委員（敬称略）
高原清人副委員長、永田富次、剱田広喜、島 良明、松
之木映一、新井信秀、田中雅昭、中田 学、周 信夫、
水川 巧、都竹太志、坂家賢司

ナが死んだため」と推測しています。
岐阜県には太平洋と日本海につながるたくさんの川があ
り、一級河川だけでも 436 もあるそうです。これからアユ

今年度は、
「親睦を図るにも、まずは健康から！出来る
限り健康的な内容をプログラムに加え、印象に残る親睦活
動を行う」との基本方針で６つの例会を担当させていただ
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きました。
１．８月「納涼例会」
新穂高ロープウェイ西穂高口駅を下り千石園地で例
会セレモニーを開催。その後散策班とハイキング班に
分かれ、それぞれひらゆの森と西穂山荘で昼食。
遅い梅雨明けにやきもきしましたが、当日は晴天に恵
まれ皆さんにいい汗をかいていただけたのがなによ
りでした。
２．１２月「クリスマス例会」
ソプラノ歌手の平野嘉世子さんとピアニストの道下
香奈さんをお迎えして、クリスマスソングを中心に生
演奏をお聴きいただきながらディナーを楽しんでい
ただきました。
３．１月「新年夫婦同伴例会」
銀水庵にて、新入会員の皆さんによるスコップ三味線
などの余興をお楽しみいただきながら、夫婦ご同伴で
懇親していただきました。
４．２月「節分例会」
今年還暦を向えられた３名を始めとする年男の方々
と新入会員の皆さんの厄払いをしていただいた後、場
所を山陣に移し「節分例会」を開催しました。
今年還暦を迎えられた３名の年男と新入会員の被り
物によるアトラクションと、島さんのたたき売りによ
るオークションで場を大いに盛り上げていただきま
した。
５．４月「軽スポーツ例会」
講師に中井礼身さんをお招きし、飛騨高山ビッグアリ
ーナで開催しました。ヘルニアのリハビリ用に開発さ
れたバランスボールを使い、ストレッチや筋肉トレー
ニング、軽い有酸素運動を指導していただきました。
６．５月「新緑例会」
環境保全委員会と共同で開催。城山周辺でゴミ拾いの
奉仕活動の後、高山市文化伝承館に移動。茶会の後「新
緑例会」を開催しました。

プログラム委員会
委員長
12 月 7 日

坂之上

健一

新入会員によるスピーチ

ロータリークラブに入会して思うここと題して何でも
思ったことを話して頂きました

＜1 月 25 日＞
ロータリー理解推進月間
歴代会長「劔田さんによる講話」
新入会員の方にロータリークラブを深く理解していた
だけるような内容でお話をして頂きました
＜2 月 8 日＞
高山市教育委員会
文化財課：西永課長による講話
歴史を街づくりのキーワードにと題して整備事業内容
を交え高山市の街づくり計画を説明して頂きました
＜5 月 31 日＞
高山市保健部
高年齢介護課：宮本保健師による講話
認知症について症状～予防～接し方まで分りやすくお
話して頂きました
＜6 月 28 日＞
お別れ例会「夜会」
ロータリーバンドの演奏を交えたパーティー形式の家
族例会を計画

６例会中４例会が懇親会を兼ね、年間９０万円を超える予
算をいただいて例会を設営させていただきましたが、新入
会員の皆さんを始め、委員の皆さんのお力で無事に終える
ことが出来ました。
皆さんが健康に関心をお持ちいただき、例会が皆さんの記
憶に残っていれば幸いです。出席しにくい例会もあったと
思いますが、多くの方々にご出席いただきましたことに感
謝を申し上げ、親睦活動委員会の報告とさせていただきま
す。
一年間どうもありがとうございました。

会員開発委員会
委員長

平林

英一

夜例会として
チャーターメンバーの 3 名の方に（永井さん、松之木さん、
三枝さん）ロータリークラブとのかかわりで今考えること、
年男の節目を向かえて今後どんなロータリークラブにな
ってほしいかなどお話していただく予定でしたが、当日 3
月 8 日は溝際清嗣さんの通夜の日となり、当日 3 人のお話
は何ともしんみりとした一日となりました。
溝際さんの思い出をいっぱい振り返った日でもありまし
た。
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た。その席上、ロータリーの生き字引である劔田様よりロ
ータリー財団・クラブ定款・細則の改定関連性についても
お話を頂きました。
又、11 月 30 日には、ＩＤＭの報告として、都竹・坂家・
周・水川の 4 君に感想を頂きました。

職業分類・会員選考委員会
委員長

今井

俊治

基本方針として以下の項目を揚げました。
職業分類会員組織は、ポール・ハリスらロータリーの創設

20 周年準備委員会

者が確立したロータリーの基本です。

委員長

未充填の職業分類を公表し、会員増強を推進し推薦された

島

良明

人の職業分類の資格を満たしているかを決定する際、理事
役員会に協力します。

基本方針

また、会員選考は理事役員会から回付された被推薦者につ

周年＞記念旅行を計画していますが、あくまでも準備委員

いて、あらゆる面から適正な審査をして、クラブの発展に

会ですので、1 年後の計画実行に向けて着々と積立を続け

資するよう努力します。

ていきます。

＜自分達の自分達による、自分達のための 20

又、平塚湘南ＲＣとの絡みもありますが、友好クラブ交流
委員会の計画とは区分けをして進めて参ります。

【活動】
過去の職業分類を見直し、新年度の実態に即した検討をし
ました。
未充填職業分類の一覧表を作成しました。

会報委員会

職業分類名に英語訳を追加しました。

委員長

長瀬

栄二郎

理事会及び関係委員会と連絡を密にし、未充填会員補填に
努めました。

各例会ごとに担当委員が例会の内容を会報にまとめ、皆様

一年間

に配布あるいはネット上で閲覧していただけるよう、取り

委員会及び会員の皆様にご協力いただき、ありが

とうございました。

組んで参りました。
担当例会としては、第 829 回Ｈ22 年 3 月 1 日に例会を持
たせていただきました。

ロータリー情報委員会

内容としては、具体的な会報の作成方法などについて、各

委員長

伊藤

正隆

テーブルにてディスカッションをお願いいたしました。デ
ィスカッションの結果、皆様からお出しいただいたご意見

8 月 31 日に「ロータリー不思議の国の案内」として、7

は、会報にてご報告させていただきましたが、具体的には

月 19 日 8 開催された会員増強セミナーでの服部芳樹カウ

特にパソコン上で閲覧するのが良いか、紙面配布が良いか

ンセラーのお話より、抜粋してロータリーのお話をしまし

という部分で多くのご意見をいただきました。メール配信
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にすると、みんなが見やすく、よく見るのでは?紙出力の

＜2010.03.15＞

希望者を、有料にしてはどうか？というご意見の一方で、

㈱高山市民時報社

会報は紙面による配布でないと、なかなか見ないのでは？

講師にお招きし、卓話をいただいた

代表取締役

小鳥

文乃様を

わざわざパソコンを動かして見る人は少ないのではない

・「ロータリーの友」精読の奨励金並びに掲載記事の紹
介については、読んでいるうちに月日が経ってしまい、

か？というご意見をいただきました。
ご意見はやや拮抗しておりましたので、今後の紙面構成に
関するご意見も含めて、新年度の委員長にお引継ぎしたい

なかなか紹介できませんでした。
・当クラブの活動状況を「ロータリーの友」あるいは「ガ
バナー月信」等に投稿する目標につきましては、「ロ

と考えます。

ータリーの友」2009 年 12 月号のＰ24、ロータリーア
ットワークの中で、
「高校生

LIVE

IN

高山」を写

真つきで紹介されております。
※至らない広報雑誌委員長でしたが、委員会の皆様をはじ
め会員の皆様方（特に事務局の）ご協力のおかげさまで、
無事 1 年を終えることができました。どうもありがとう
ございました。

広報・雑誌委員会
委員長

高原

清人

＜2009. 07 初旬＞
各関係団体へ会長就任のご挨拶訪問（挨拶状郵送）
・

報道各機関

・

市役所

＜2010.02.22.＞
高山 3ＲＣ合同で高山市民時報に
ロータリー特集を掲載

＜ニコニコＢＯＸ＞
松井先生のご来訪をすっかり忘れてしまい出席できず申

先週、結婚記念お祝い及び誕生日お祝いと二重のお祝いあ

し訳ありませんでした。平林さんには、お世話になりあり

りがとうございました。いくつのなっても“ユンケル”で

がとうございました。

頑張ります。

三輪

義平

田中

雅昭

今夜は、全然期待していないワールドカップなので、ある

お別れ例会には、ロータリーバンド「セブンスター」のラ

意味気楽に見えそうです。ドラゴンズも期待しなければ腹

イブで楽しい例会にしたいと思います。皆様に色々とお願

も立たないのにと反省しています。期待と言えば、女子ゴ

い等することもありますが、よろしくお願いします。

ルフです。頑張れ「小松亜有」！！島後援会長に期待しま
す。

橋本

坂之上

健一

周

信夫

修
日本の奇跡に・・・・。

前々回に会員の皆様に見て頂いた「クラブ細則」の改正の
承認をよろしくお願いします。

清水

幸平

今日、出掛けに娘から「今日は名古屋から友達が来るから
食事はいらない」と言われました。ヒゲの有る友達でした。

先日のゴルフに優勝させていただきました。島さん、新井
さんありがとうございました。島さんに「ニコニコやぜ！」
と言われましたので、少し多めにニコニコへ。ありがとう
ございました。

永田

富次

何事も無いことを祈って。

三枝

祥一

