No.2171 回

例会

平成 22 年 7 月 9 日

IAC 激励金贈呈、決算・予算報告
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例会報告
第２６３０地区
●例会日
●例会場

岐阜県

濃飛分区

創立１９６６年１月１５日

毎週金曜日 １２：３０～１３：３０
高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988
大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ

●会 長 鍋島 勝雄
●幹 事 中村 良平
●会報委員長 粟原 藤義

＜会長の時間＞

「Summer vacation」 蜘手 康介

二例の話を、自宅に帰り、娘に話しましたら、私たちの授業の
時でも、近代史に付いてはサラリと流して、詳しい解説は無かっ
た記憶が有ると言われました。でも小さい時、婆ちゃんに戦争の
話は聞いていたから多少の事は話せるよと言われある程度ホッ
トしましたが、
会員の中でも戦争体験者は１／３で２／３は未経
験者です。
学校教育では無理が有る事で後世に伝えるには家庭で
の会話を大切にしたいです。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
本日は、色々なスケジュールが有りますので、早めに、会長

・クラブ役員と地区役員に役立つ情報源
｢ロータリー・リーダー｣第１号

の時間を始めます。
日曜日の会長幹事ご苦労様激励ゴルフコンペ及び懇親会、
幹事
役の田中前親睦委員長・鴻野親睦委員長の企画にて多くの参加者

◎高山ロータリークラブより
・第２５回飛騨地区ＩＡＣ合同研修会のご案内

と楽しいひと時が出来有り難うございました。
ほろ酔い加減で自

日 時

９月１９日(日) １３：３０～１５：３０

宅に帰り、頂いた花束を家内に渡しましたら、きれいと喜んです

場 所

飛騨世界生活文化センター
高山市千島町

ごく機嫌が良く花器に入れていました。
そこで、何気なくテレビのスイッチを入れましたら、前 NHK
アナウンサー池上彰がズバリ解説と言うタイトルで、
２０代の男
女１００名を対象にクイズ形式にて進められていました、
色々な

登録料

TEL 0577-37-6111

１名 500 円 クラブ負担金

10,000 円

◎高山あすなろ会より
・第３５回 飛騨児童・生徒木工工作コンクールご協賛のお願い

質問の中で特に注目を引いたのは、
第二次世界大戦の解説にての

日 時

９月１０日(金)～１２日(日)

質問で日本は何処と戦ったかに付いて「A アメリカ・中国」
・
「B

会 場

市民文化会館 ３階 講堂

ドイツ・イタリア」,A が６８％・Ｂが３２％ビックリしました

◎リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会より

が中には戦争を行った事すら知らない人も数人いました。

・平成２２年度リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会
定期総会の開催について

昨日、久しぶりに東京に行き、東横線にて自由ヶ丘駅から渋谷
駅まで乗車した際、
二名の高校生が隣に居て何気なく会話を聞い

日時

７月２３日(金) １３：３０～

ていたら、
「何々ちゃん、今日ね先生が日本は戦争をして言って

会場

セラミックパークＭＩＮＯ｢国際会議場｣

いたけど知っていた？」
「えぇ～本当？知らない、受験のとき戦

議題

・平成 21 年度事業報告及び歳入歳出決算について

争の事習わなかったよね。
それで勝ったの負けたの？」
「どうも、

・平成 22 年度事業計画(案)及び
歳入歳出予算(案)について

負けたみたい」そこで会話は終わりましたが、気持ちは塞ぐばか
りでした。

-

・その他

地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ

例会報告
＜インターアクト韓国派遣学生挨拶＞
＜例会変更＞
高山中央………8 月

9 日(月)は、家族浴衣例会のため

18：30～

ひだホテルプラザ

に変更

8 月 16 日(月)は、定款により休会
＜受贈誌＞
美濃加茂ＲＣ(2010-10 活動計画書)、郡上長良川ＲＣ(会報)
加茂東 RC(会報および 10-11 活動計画書)

＜出席報告＞

飛騨高山高校ＩＡＣ

部長

山下 華菜さん

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

休会

のため

補正

ありま

せん

校インターアクト部の山下です。韓国の派遣団に選んでいた

本日

38 名

－

38 名

45 名

86.67％

だき、今度、韓国へと行かせて頂く事になりました。これも

激励金頂きましてありがとうございます。私は飛騨高山高

ロータリークラブの皆さんや先生方のお陰です。ありがとう
ございます。

＜地区代表幹事挨拶＞

高山ＲＣ

西野 徹

様

私は韓国に行くにあたって、行くからには全力で韓国につい
て学んで、交流して楽しんできたいと思っています。なぜな
らば、韓国はお隣の国なのに、私は言語も文化もあまりよく
知りません。私はホームステイ先の人たちとたくさん話した
いと思っています。そのためにも韓国語を少しでも学び、交
友を深めたいです。韓国の高校生は普通に韓国語を使って話
せると聞いていますが、ホームステイをするのだからぜひと
も韓国語を使って話したいと思います。又、韓国では日本の
派遣集団としてダンスを披露する予定なのですが、韓国の同

西野でございます。今日は例会の貴重な時間をお借りしま

年代の子達がパワフルだから馬鹿になってならないと盛り上

して、少しお願いをしに参りました。いよいよ桑月年度が始

がらないよ、といわれました。私は当然盛り上がった方が良

まりました。1 年間皆さんには色々とご協力を願う事が出て

いと思うし楽しいので沢山練習して本番でみんなが楽しめる

来ると思いますけれども、どうぞ宜しくお願いいたします。

ようにしたいです。

おかげ様をもちまして、ガバナー月信も間に合わせる事が

韓国に行く事ができるという事実と行かせて頂くというこ

出来ましたしホームページも立ち上げることが出来ました。

とに感謝して、海外派遣に望みたいです。

またご覧を頂いていろんな点お教えを頂きたいと思っており

「私にとっての国際理解・国際奉仕」

ます。7 月の 25 日から、岐阜の A 分区の IM 公式訪問を皮切

私の地元飛騨高山は観光地として沢山の観光客が訪れます。

りに 10 月の地区大会の前までに 27 回公式訪問・IM に出て

海外からも多くの観光客が訪れていて、パンフレットやガイ

まいります。後 17 回周年行事がありますので、そちらのほう

ドブックによく紹介されている古い町並みや陣屋などはとて

にも出席しようと思っております。何れにしましても皆様に

もにぎわっています。

色々とご協力をお願いする事になると思いますので、1 年間
よろしくお願いします。

ある日、私が買い物に出かけた時、お店に立ち寄りました。
レジのところで観光にきた外国人の人たちが店員さんと何か
商品について話しをしていたのを目撃しました。彼らはレシ
ートを見せながら英語で何か値段について言っていました。
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店員さんの方は日本語でその値段を復唱している様子から私

高山西ロータリークラブの方々のお陰です。ありがとうござ

はこの人たちはうまく意志が通じていないのだろうと思いま

います。私が韓国でがんばりたいと思うことはコミュニケー

した。急いでいたので、私はすぐその場を後にしたのですが、

ションです。言葉が上手く通じなくても身振り手振りで相手

今思うと自分に何か出来る事もあったのではないだろうかと

に自分の意思を伝えられたらいいなと思っています。また、

後悔しています。先日もカナダにホームステイに行ったとき

異国の文化を直接体験できる数少ない機会なので、いろんな

にホームステイ先の人と上手く自分の話したい事を的確に英

事を学び、そして、日本の文化についても紹介してきたいで

語に出来ずにとてもじれったい気持ちになりました。

す。

私の地元の高山のような観光地では、コミュニケーション
ツールとして英語を話すことが必要になってくると思います。

「私とインターアクト活動」
僕がインターアクト活動を知ったのは高校のオープンキャ

仮に通訳や添乗員が同行しているツアーや様々な外国語で書

ンパスで部活動見学に行ったときです。生徒が ALT の先生と

かれてあるパンフレットがあったとしても、知識としてその

楽しそうに英会話している光景を見て僕はすごいなと思いま

国やその文化を理解出来ても、人同士の心情や考えは理解で

した。そして、こんな意外な活動をする部活があるのかとい

きるとは思えません。もっとたくさんの人が世界の共通語で

う驚きもありました。オープンキャンパスで見たあの光景が

ある英語を話せるようになり自分の言葉で相手に気持ちを伝

浮かび、2 年生の春、僕はインターアクト部に入部しました。

え合い、何か困った事などが起きた時は気軽に助け合えるこ

まずインターアクト部に入部して楽しいと思ったことは、

とが国際理解・国際奉仕に繋がるのではないでしょうか。私

ALT の先生との英会話の学習です。簡単な英語だけでかなり

が考える国際理解・国際奉仕とは相互が自分の言葉で自分の

の会話ができたり、英語を翻訳する力もつけることが出来ま

言いたいことを言い、それと同時に相手の事も聞き、理解し

した。外国の文化や暮らしについてゲーム形式で学べ、日本

ようとするということだと思います。

と違う文化を身近に感じることができました。また、韓国の

言語を使用している人間だからこそ、それを最大限に活用

方を地元の町へ案内するという企画では、自分の持っている

し宗教観や国際感覚について互いに理解し合おうとする事が

英語力で通用するのかと不安でしたが、思った以上に多く会

私にとっての国際理解・国際奉仕であります。また、それを

話をすることができたので嬉しかったです。

踏まえて今後 Can I help you? Do you need some help? と

ボランティア活動としては、毎週金曜日に学校付近のゴミ

自分から積極的に国際間の理解・奉仕に関わっていきたいと

拾いを行なっています。正直、汚れるのが嫌でやりたくはな

思います。そうしたら、きっと世界中の人が解り合い平和な

いのですが、近所に人に「ありがと～」や「がんばってね」

世界が訪れると思います。

と言われるとやり遂げるぞという気力がわいてくるのです。
他には、農家の方へ芋堀りの手伝いというボランティアも行
ないました。最初は「面倒くさい」や「早く終わらせたい」
などと思っていたのですが、農家の方たちと一緒に作業をし
ていると、自然と笑顔になる自分がいました。
僕がインターアクト部に入って気付いたこと、それは自分
が多くのものや人に触れあえたということです。しかもそれ
は日常生活からは出会うことのできないものばかりです。自
分は知らず知らずのうちにとても多くのことを学び、多くの
人と繋がることができました。これがインターアクトのすご

飛騨高山高校ＩＡＣ

下出 慎之介さん

激励金ありがとうございました。私は飛騨高山高校三年の下
出慎之介です。今回は韓国派遣の選考に残り、7 月 27～31 日
の 5 日間韓国に行かせてもらえることに成りました。これも

いところなのかと思いました。僕はインターアクト部に入部
して本当に良かったと思います。
これからもインターアクト活動を続けていきたいと思って
います。
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●中村 良平さん
・飛騨高山高校荒川先生、山下さん・下出さん、および高山
クラブの西野徹さん、ようこそお越し下さいました。
・会長幹事御苦労様コンペおよび慰労会に、多数の参加有難
うございました。また、前親睦委員長の田中さん、きめ細
かい設定ありがとうございました。新旧親睦委員の皆様で、
慰労会が成り立っていることに感謝します。
●新田 敬義さん
西野地区代表幹事を歓迎いたします。1 年間ご苦労様です。
●田近 毅さん､米澤 久二さん､遠藤 隆浩さん､井辺一章さん
道脇 清春さん
飛騨高山高校インターアクトクラブ顧問の荒川先生と生徒の
皆様方のご来訪を歓迎します。韓国でしっかり遊んで、少し

＜本日のプログラム＞

決算・予算報告

は勉強して来て下さい。
●伊藤 松寿さん
①今年度、濃飛分区ガバナー補佐として一年間ガンバッテま
いりたいと存じます。とりわけ、西クラブの会員皆様には
ご協力とご指導をよろしくお願い致します。
②昨年度のニコニコ協力賞を頂戴しました。思いがけない事
ですが、やっぱりウレシイです。
●寺田 一夫さん

09-10 年度 会計および 10-11 年度

会計代行

脇本 敏雄

ニコニコ特別賞を頂きありがとうございます。先週は欠席を

今年度についてはＩＭ、創立 45 周年記念式典、そして来年度

いたしましたのでビックリ。さっそく家内へ報告します。

の IAC 年次大会開催準備といった、特別な行事が複数ござい

●平 義孝さん

ます。特別会計からの支出を予定しておりますが、それぞれ

先週の例会で誕生祝い在籍 25 年のお祝いを頂き有難うござ

具体的な予算が立っておらず、今後随時進めてまいります。

いました。おかげ様で健康で西クラブに 25 年在籍できたこと
に心から感謝申し上げます。今後とも宜しくお願い致します。
今日は､他用で欠席させていただきますが宜しくお願い致し
ます。

＜ニコニコボックス＞
●高山ＲＣ

●田近 毅さん

西野 徹さん

いよいよ桑月ガバナー年度が始まりました。1 年間宜しくお

①妻がデンバーとの｢姉妹都市提携五十周年｣を祝う式典で

願いいたします。

｢連獅子」を踊り好評だったそうです。また、米中西部最大

●鍋島 勝雄さん

の芸術祭にも参加し、他の芸術団体と共に日本文化を紹介

ご苦労さま慰労激励会には多くの参加にてありがとうござい

し、無事帰国しました。

ました。家内が花束を喜んでいました。本日は飛騨高山高校

②誕生祝いの品有難う御座いました。

ＩＡＣ顧問荒川先生、韓国派遣の山下さん、下出さん、よう

●谷井 伸之さん

こそお越し下さいました。韓国では多くの体験をして来て下

バースデー記念品、ありがとうございました。

さい。また、西野徹さん、お忙しいのにようこそ。
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●田中 正躬さん

●挾土 貞吉さん

先日の誕生お祝いプレゼントありがとうございました。素敵

内田会長、古橋幹事さん、一年間ご苦労様でした。私、大役

なグラスを大切に利用したいと思います。今日この後期日前

をお引き受けしたにもかかわらず、休会をすることになり会

投票に行く予定です。

員皆様にご迷惑をお掛けしてしまい､大変申し訳なく思って

●垂井 政機さん

います。又、入院中は、クラブや皆様からの温かいお言葉や

先日、本を求めに某スーパーへ行きました所、参院選投票棄

お見舞いを頂き、本当に有難うございました。お蔭様で今は、

権防止キャンペーンで、県の飛騨観光局長と一緒に小森丈一

健康を取り戻し、毎日リハビリに専念しております。本年度、

さんが働いておられました。暑い中をお疲れ様でございまし

大きな節目で行事も多くある中、鍋島、中村丸の悠々の船出、

た。皆様 11 日の投票は清き 2 票を積極的にどうぞ！

おめでとうございます。頑張ってください。そして、会計代

●旧親睦委員長

理を務めてくださっている脇本さん、大役を快く引き受けて

田中武さん､新親睦委員長

鴻野幸泰さん

先日の会長幹事慰労激励ゴルフコンペおよび懇親会には、沢

いただき、有難うございました。宜しくお願い致します。

山の皆様方のご参加誠にありがとうございました。馬の売り
上げの一部をニコニコへ。

●堀川 和士さん

●寺田 昌平さん

遡ります事 5 月 28 日のクラ

7 月 4 日会長・幹事慰労激励ゴルフコンペ、会長鍋島さんと

ブ幹事報告におきまして

中林さん垂井さんで 1 番スタートにて参加し、さすが鍋島会

｢第 13 次高校生デンバー

長のゴルフは大したもの。ダブルプリアで見事はまり優勝し

訪問団派遣事業にかかる引

ました。感謝感謝。ゴルフプレイ料安くなりました。

率者の募集について」とい

●中林 和夫さん

うのがざいました。私もデンバー協会 10 年来の家族会員と、

7 月 4 日、会長・幹事慰労激励ゴルフコンペで準優勝いたし

娘が募集要項と合致しており担当市役所へ申込み、面接。見

ました。賞品の一部をニコニコへ。

事一人枠に合格。来月無料でコロラド州へ派遣されます。十

●脇本 敏雄さん

何年の会費の元が取れた気持ちで二コニコヘ。

７月４日に行われた新旧会長・幹事の激励慰労ゴルグコンペ
では大変お世話になり有難うございました。新旧の会長・幹
事さんには、今後とも高山西ＲＣの中核としてご活躍されま
すようお願い致します。また、当日の朧%で予想が的中しまし
て、大枚ウン万円の配当が有った事と、宴席で目出度の先導
をさせて頂きましたので、感謝の気持ちを少々。
●田近 毅さん
7 月 3 日 89 の会の飲み会に岩田君が元気な顔を出してくれ、
楽しい時間を過ごしました。そのとき翌日行われるゴルフコ
ンペの馬の話になり、馬券を買ってくれました。それが見事
当たりましたので連絡したら、ニコニコに出しておいてくれ
という事なので１万円だします。岩ちゃんが全快して、ロー
タリーに出てきてくれることをお祈りして。
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