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「楽しい時(例会)が素晴らしい人生(ロータリー)を創る」
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◇事 務 局

◆会報委員長 前越 路子
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出席率

本 日
986 回
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50 名

42 名

－

84.00%

前々回
984 回

51 名

50 名

44 名

1名

90.00%

飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488
◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
会長 山本 辰男
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー
＜本日のビジター＞
高山ロータリークラブ
高山西ロータリークラブ

西野 徹
挾土 貞吉

様
様

ょうか。正月くらいはお節とお屠蘇で一杯と洒落込んでみ
てください。大分宣伝になり申し訳ございません。
それから今年もカンボジアへ文房具を送りたいと思いま
す。何卒ご寄付を宜しくお願い致します。12 月 15 日セブ
ンスターズが出演するコンサートにも募金をお願いしま
す。

＜幹事報告＞
＜本日のゲスト＞
Brailsford 雅 様
（高山西高等学校教師）
＜会長の時間＞

◆会報担当 平林 英一

会長

山本

辰男

12 月 3 日のお祝いには沢山の方に出席いただきありがと
うございました。
来年もあのような事が出来たら良いなと思いました。
本日の例会は国際奉仕委員会の担当です。周委員長宜しく
お願いします。
さて、年の瀬も大分迫ってきました。皆さんも気分的にせ
わしない思いでおられることと思います。
先日エントリーしていました和食も世界無形文化遺産に
登録になりましたので、料理の話をしたいと思います。登
録の項目に年間の行事に伴う料理というのも大事な要素
になっています。これからですと年取り料理、正月料理と
なってきます。一年の締めくくりと、初めですから何しろ
おめでたい料理を準備して食べるわけです。何年か前にお
せちも良いけどカレーもねの CM が流行りましたが、あの
ころから 3 が日持たなくていいから元日食べ切りの小サ
イズのお重が増えてきました。
さてどうしてあの様な物が詰めてあるかお分かりでしょ
うか。数の子、黒豆、たつくり、これは子孫繁栄、健康、
豊作の意味です。栗きんとんは小判をイメージして海老は
ひげが生えて腰が曲がるまでの長寿、ぶりは出世、鮭は成
長して故郷に帰る、蓮根は見通しがいいように、慈姑は芽
が出るように、語呂合わせで鯛はめでたい、昆布は喜ぶ、
蕗は富貴、蛸は多幸、ふぐは福、金柑は金、形から松・竹・
梅、鶴・亀、これは材料を形に細工するわけです。それか
ら奉書巻き、鮎巻き、茶巾袋など高価なものや高価なもの
を入れる物形、扇や錦などめでたい名前。紅白などめでた
い色など。それを組み合わせて造るわけです。いかがでし

幹事

中田 專太郎

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・第 4 回日台ロータリー親善会議ご案内
日時：2014 年 1 月 26 日(日)14：00～20：30
場所：台湾(台北) 圓山大飯店 12 階
登録料：会員 15,000 円/家族 10,000 円
・年末年始休暇のお知らせ
12 月 27 日(金)～1 月 5 日(日)まで
(ガバナー事務所・地区事務所)
◎高山西ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
12 月 27 日(金)定款により休会
1 月 3 日(金)定款により休会
1 月 10 日(金)→12 日(日)
新年家族例会 高山グリーンホテル
＜会報＞
・平塚湘南 RC

＜卓話＞
高校生の海外交流活動について
Brailsford 雅 様
（高山西高等学校教師）
高山に生まれ、育
ち高校を卒業後、
父の影響から抜
けるためにアメ
リカに留学しま
した。
アメリカには、１
２年いました。結
婚もし、就職もし
ていました。
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ユタ州の大学に行き、ハワイで１年半ボランテイア活動し
ていた。その後本土に戻り、カルフオルニアで就職し、テ
キサスに移り住むようになった。ここでは、生活が過酷な
ところで８年前に日本に戻ることとなりました。そして、
高山西高校に英語教諭として働いています。そんな中で現
在国際活動を続けています。
最後に思うこと高校生の国際交流が一人一人にとって意
味のあるものではないか。
言語だけでなく、文化だけでなく、自分は支えられている
ということを理解するだけでもその子の生き方がこれか
ら変わるのではないかと思う。私自身もいろんなことを学
びました。父親から逃げ出したい一方ばかり考えていまし
たけれども、家族が大事であることを思いました。海外で
の生活留学から学んだのかもしれません。
海外から日本に来る方も同じ感じるのだと思います。ホー
ムステイを求められたとき、彼らは日本の家庭を感じたい
のです。機会があればドアを開けて、異文化の方を招待し
てほしい。今後も地域の皆さんの協力をよろしくお願いし
ます。

＜ニコニコＢＯＸ＞
「ジェジェジェ」相変わらずのまだこの身体で久しぶりに
お邪魔しました。
「知るを知る」この言葉を噛み締めなが
らリハビリ頑張っています。右の手足は動き使えますので
有り難く感謝の毎日です。とは言うものの、正直まだ頭が
昔の良い脳みそに戻っていません。
「はんちくたい」毎日
です。早く良くなってガバナーが出来たらいいなぁ～。と
言う夢を見ました。
高山西ＲＣ 挾土 貞吉 様
高山ＲＣの西野徹様、高山西ＲＣの挾土貞吉様のご来訪を
心より歓迎致します。先日の「ＲＩ会長賞」
「村瀬氏地方
自治功労」受賞祝賀会に沢山の有志の皆様に出席頂き盛大
に祝う事が出来ました。ありがとうございました。
理事役員一同
高山ＲＣの西野徹様、高山西ＲＣの挾土貞吉様のご来訪を
心より歓迎致します。これからもご指導よろしくお願い致
します。
冨士井 忠男 今井 俊治
高山ＲＣの西野さん、高山西ＲＣの挾土さん、ブレイスフ
ォード雅さんのご来訪を歓迎致します。
久々野 国良
高山ＲＣの西野徹様、高山西ＲＣの挾土貞吉様のご来訪を
歓迎致します。西高校のブレイスフォード雅先生、本日は
よろしくお願いします。酒造りのご主人コディーさんの人
気はスゴイですね。
松之木 映一
先日のＲＩ会長賞祝賀会にお花を頂きありがとうござい
ました。継続は会員皆様のパワーだと思います。
足立 常孝
先日のＲＩ会長賞のお祝いをして頂き誠にありがとうご
ざいました。皆様のお陰です。さて、今日は何の日・・1916
年の今日、夏目漱石が胃潰瘍の為没、50 歳でした。年末
年始、皆さん飲み過ぎに注意しましょう。
田中 雅昭

昨日、伊藤さんのお誘いで高山ＣＣのクラブチャンピオン
の中学生、ちびっこプロとまわりました。8 ホールまでは
タイ。17 番バンカーで記憶にない大たたき。万事休す。
久しぶりに燃えるゴルフが出来ました。ありがとうござい
ました。まっすぐ打つことは難しい事が良くわかりました。
来年も曲げる事に更に磨きをかける事にしました。
高木 純
昨日、高木さん、周さんと私で今年度 18 打差をつけ高山
ＣＣのグランドチャンピオンになったスーパー中学生と
一緒にプレーしました。もちろん、スコアーでは追い付け
ませんでしたが、ついに周信夫先生にスコアーで負けてし
まいましたので悔しいニコニコ。
伊藤 正隆
本日は、雅先生卓話をよろしくお願いします。昨日、ゴル
フで人生初めて、伊藤 正隆さんに勝つことが出来ました。
次のターゲットは、高木さん、あなたです。
周 信夫
先週、ニューヨークに住む末娘が路上で強盗にあい、顔を
殴られ持っていたバックごと奪われました。全く物騒な街
です。親としてはすぐ帰って来い！！と言いたいところで
すが、親の言う事を素直に聞く様な娘ではありません。遠
い所から今後の無事を願うよりありません。
中田 專太郎
11 月は妻の誕生日祝い及び結婚記念日祝いを頂きありが
とうございました。
岡﨑 壮男
先日、結婚１０周年を迎えました。色々とお祝いを頂きあ
りがとうございました。
高殿 尚
11 月 2 日、
4 人目の孫が無事生まれました事に感謝します。
黒地 重雄
早退します。孫が生まれそうなので！

新宮

一郎

