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例会

平成 23 年 5 月 27 日

クラブ奉仕委員会
高山西ロータリークラブ

例会報告
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区
●例会日
●例会場

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 米澤 久二

「五月上旬の牧歌の里」

＜会長の時間＞
点鐘の前に、昨日午後９時０５分
頃、会員岩田勇さんがご逝去されま
した。ここに哀悼と在りし日を偲び、
全員で黙祷を奉げたいと思います。
～黙祷～ 有り難う御座いました。

選考日
選考内容

岩田勇さんとは、昭和６３年同期
にて入会し、それ以来親しく付き合
いをさせていただきました。入会時
会長は第二十四代・故久保田誠さんで、同期入会７名で二四会を

内定通知
回答期限

蜘手 康介

校に要する費用)及び若干
のお小遣いは、受入ロータ
リークラブより支給され
ます。食事及び宿泊は、引
受家庭において家族の一
員として待遇されます。
７月１８日(月・祝) ホテルグランヴェール岐山
英語筆記試験、作文、一般常識、面接、その他
＊学校長推薦書、学業成績証明書、作文、筆記試験
(英語及び一般常識) 、面接(簡単な英会話を含む)
その他を総合的に判断し、選考する。
８月上旬。推薦クラブ会長宛に通知する
６月３０日(木)必着

結成しお酒を多いに楽しみました。酒が入るとカラオケにて歌を
唄い、私も唄いましたが、
「鍋ちゃん口先だけで唄うな、腹から声
をだして唄え」とアドバイスして頂きました。唄った後「会社経

◎高山中央ロータリークラブより
・創立２０周年記念例会 ご参列のお礼

営も腹に力を入れて行なえば、怖いことなど無い」
「何にでも挑戦
する気持ちを忘れるな」
「世の中腹を括れば誰かが救いの手を出し
てくれる」
「遊びでも自分の好きなことを行なえ」
。

◎日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会事務局より
・第２１回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会開催中止のお知らせ

彼はそれを実践して思い通りに人生を謳歌してこの世を去った
と思います。それにしても早すぎた人生の終末でした。残念で悲
しいです。 ～合掌～

＜幹事報告＞

◎リニア中央エクスプレス建設推進岐阜県期成同盟会
会長 岐阜県知事 古田 肇 氏より
・平成 23 年度リニア中央エクスプレス建設推進岐阜県期成同盟会
定期総会のご案内
日 時
６月９日(木) 午後 2 時より
場 所

東美濃ふれあいセンター｢歌舞伎ホール｣
中津川市茄子川

◎ＲＩ日本事務局より
・6 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて

議 題 ・平成 22 年度事業報告及び歳入歳出決算について
・平成 23 年度事業計画(案)、歳入歳出予算(案)について

１ドル ８２円（現行どおり）
◎ガバナーより
・国際青少年交換 2012-2013 春期派遣学生募集案内
派遣先
アメリカ、フランス、スウェーデン、オーストラリ
ア、ノルウェー、韓国等
資
格
ロータリークラブの推薦する男女高校生(願書提出
時在学中で中学3 年生、
高校1 年生･2 年生の者)で、
学業成績は平均以上、なるべくクラスの上位 3 分の
1 以内の者
期
間
２０１２年８月より 1 年間
費
用
往復航空運賃一切 … 本人(父兄)負担
疾病傷害保険料
… 本人(父兄)負担
(地区にて決めた最低保険
額に加入して頂きます)
ユニフォーム
… 本人(父兄)負担(地区指
定ブレザー)
出国･入国に関わる諸費用 … 本人(父兄)負担(15 万円)
受入地における費用
学費(教科書･授業料等学

◎ぎふ清流国体高山市実行委員会より
・委嘱状および第３回総会資料
◎高山市民憲章推進協議会より
・平成 23 年度高山市民憲章推進協議会総会について(ご案内)
日時

６月２日(木) 午前７時～

場所

高山市役所 地下 市民ホール

議題

(1)平成 22 年度活動報告及び決算報告について
(2)平成23年度役員および活動計画(案)及び予算(案) 他

◎社団法人高山市文化協会より
・高山文化フォーラム 2011「芸能と文化展」のご案内
日 時

6 月4 日(土) 午後6 時より 5 日(日) 午後1 時より

場 所

高山市民文化会館、大ホール、小ホール

地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ
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＜受贈誌＞
高山ＲＣ(会報)、高山中央ＲＣ(会報)、社団法人高山市文化協会
(広報高山の文化、高山メセナメイト会報)、岐阜県環境生活部人
権施策推進課長(人権だより No.45)、 (株)フジマキネクタイ
(2012-13 ロータリ―カタログ)

クラブ奉仕委員会
委員長

折茂 謙一

ゲストスピーカー原田道
一(ハラダ ドウイツ)氏をご
紹介します。1935 年（昭和

＜出席報告＞

10 年）
8 月 25 日のお生まれ、
出席者数

会員数

出席率

昭和 33 年 駒沢大学仏教学部禅学科をご卒業。駒沢大学曹洞宗教

6名

43 名

43 名

100.00％

化研修所青少年コースに入所され、
また四国の仏教詩人 坂村真民

－

42 名

42 名

90.48%

氏や、永平寺 75 世 山田霊林禅師に師事されています。著書は『脳

区分

出席

Make-Up

前々回

37 名

本日

39 名

幹訓練で
「自分流の生き方」
をつくる～身心一如の時代を生きる～』
を昭和 62 年、日新報道より出版されています。

＜本日のプログラム＞

ガバナー補佐訪問

国際ロータリー第 2630 地区

研究テーマは、
「禅の芸術的表現と内的世界」
。禅アート研究所と
して以下のような活動をされています。
昭和 61 年 5 月 桃山晴衣 三弦、

濃飛分区ガバナー補佐

昭和 62 年 5 月 鯉沼広行 木部崎幸子、

伊藤 松寿 様

昭和 63 年 5 月 田中之雄 薩摩琵琶 小西 ギター、

濃飛分区ガバナー補佐として

平成 1 年 島垣内 一人芝居、鯉沼広行ケニー遠藤（太鼓、鼓）
、

の任期も残すところ、あとひと

9 月 伊藤祥 シンセサイザー、

月というところまでまいりまし

11 月 花柳磐（舞踊）栄山閣オープン、

た。

平成 2 年 6 月 インド古典舞踊チトラ、チヤンドラ、シエ力、

高山西ロータリークラブにお

平成 3 年 5 月 インド古典音楽シタール、

かれましては、鍋島会長、中村

平成 4 年 6 月 コスモスコンサート 尺八 ギター

幹事さんをはじめ会員の皆

ボーカル深見叔美

さまにはこの一年間、
大変お世話になり誠にありがとうございまし
た。心より御礼を申し上げる次第でございます。
昨年の７月２３目に第１回の公式訪問をさせていただき、
さらに
９月３日の第２回目の公式訪問では、
「クラブ活動計画書」に基づ
きクラブアッセンブリーを開いていただきました。その折には、各
委員長の皆さまから事業計画等につき、
つぶさにお聞きをいたしま
した。
継いで９月１３日には、
桑月ガバナー公式訪問ということで、
高山中央クラブに主管をしていただき第３回目の補佐訪問をさせ
て頂き、本日が第４回目の最終公式訪問ということになります。
この間、皆さまには昨年１０月２日、高山グリーンホテルにおき
まして開催をいたしました濃飛分区の IM に多数ご参加をいただき、
東大名誉教授の杉原厚古先生の講演「驚異の錯覚に関する研究」に
つきご聴講いただきました。
また、同月、１０月２３日、２４日の地区年次高山大会にも、多
数のご参加のもと、
高山市民文化会館の本会議場では、
タイトル
「地
域の繁栄は国の繁栄」
と題して金 美齢さんの講演をはじめとして
諸行事に参画をいただきました。IM も地区大会も皆さまのご協
力に成功裡に終えることができました。
あらためまして、心より御礼を申し上げます。ありがとうござい
ました。

「無用の用」を生きる

正宗寺東堂

原田 道一 様

（文責：米澤会報委員長）
正宗寺 17 世を終え、東堂３年生となりましたが、あっさり退
任して「しまった｣という感想をもっています。東のお堂に住むの
で東堂と呼ばれておりますが､住職という権利と義務の放棄はなか
なか難しいものです。
～(中略)～
折茂さんから無用の用について話してくれ、
と言われておりま
す。必要が無いと言う面と、ひょっとすると役にたつかもしれない

地域を育み大陸をつなぐ
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面とがあります。
役にたたないということが役に立つということが
あります。黙って息をしているのが最高の世界だと思います。
あまりたいしたことはやっていないように見える人がいます。
世界の幸福にとってその人の存在が､大切な人がいます。

●中村 良平さん
正宗寺住職 原田道一様、ようこそお越し下さいました。よろしく
お願いします。先週の新緑例会、鴻野親睦委員長はじめ親睦委員の

われわれの多くは､できるだけ沢山のことをやろうとしますが、

皆様ご苦労さまでした。しっかり汗をかいたおかげで、おいしいビ

何もしていないかもしれないがたくさんのことをしていることが

ールが飲めました。また、おいしいお肉に山菜ありがとうございま

あります。

した。

つまり何もしないこと 即座に行動をおこさないことです。

●折茂 謙一さん

～（中略）～

本日は原田道一様ご苦労様です。卓話よろしくお願いいたします。

私の理想は良寛さん、良寛的くらしなんです。どろぼうがある日

●古橋 直彦さん

良寛さんの家に入って来ましたが、良寛さんの家には何も無く、良

正宗寺東堂 原田 道一師のご来訪を歓迎いたします。

寛さんは、どろぼうに悪いと思って、寝たふりをしていました。ど

●岡田 贊三さん

ろぼうは持って行くものが何も無いので、
ふとんを持って行きまし

原田和尚様ようこそおいで頂きました。卓話楽しみにしています。

た。その後に作った歌が｢どろぼうに取り残された窓の月｣

●鴻野 幸泰さん

良寛さんは、この名月をなんで持って行かないのか、これが最高
のプレゼントだったのに、と思われたそうです。
また、どこぞのおさむらいが、｢こんなおぞい所におらずに、も

先日の新緑例会、出席下さった方々誠にありがとうございました。
山登り大変だったと思います。スミマセンでした。
●野戸 守さん、斎藤 章さん

っとええどこに行かんかな、いくらでもお金出してやるのに｣と言

新緑例会には色々ありがとうございました。
特に鴻野委員長ご苦労

っても、良寛さんは｢今のくらしで十分です｣と。

様でした。楽しい一日でした。

｢焚くほどに風がもて来る落ち葉かな｣

●阪下 六代さん

良寛さんは月が好きでしたが、
私は門構えの下に日と書かず月と

先日の新緑家族例会では、わざわざ桜野公園においでいただいた

書く字が好きです。門の下に太陽の光があるのでは無く、月の光が

上、
集団迷子にもなってもらい、
有難いやら申し訳ないやらでした。

すーっと入ってくる静けさを黙ってながめる、
非常に静かなことと

鴻野親睦活動委員長はじめ委員の皆様に感謝して。

思っております。

●小田 博司さん

｢形見とて何は残さん春は花 夏ホトドギス秋はもみぢ葉｣

新緑家族例会欠席しました。
岐阜市内において暑い苦しい思いをし

毎日散歩をしながら、
結局この風景が私たちの最後のみやげと思

て来ました。親睦委員会の皆様ご苦労さまでした。

っています。一日一日、川をのぞいたりしています。川がとてもき
れいです。今日も朴の花が咲き出しております。朴の花は白い花で

●岡田 贊三さん、小林 勝一さん、田近 毅さん、田中 武さん、
垂井 政機さん、脇本 敏雄さん

して、空へ向かって咲いておりまして、あんまり人間の方へは向い

昨夜（２６日）高山西ＲＣの会員であり友人でもある岩田勇君が急

ておりません。天に咲く花と言われております。そんな訳で静かな

逝され、驚きと共に残念でなりません。今年の３月にもやはり一人

くらしをしながら、もうちょっと生かしてもらいます。ありがとう

同級生を亡くし、世の無常をひしひしと感じています。今は岩田君

ございました。

の冥福をただただ祈るばかりです。南無阿弥陀佛
●井辺 一章さん、田中 正躬さん、堀川 和士さん
本日岩田勇さんの訃報に接し、大変心が痛みます。ご冥福をお祈り
申し上げます。

＜ニコニコボックス＞
●濃飛分区ガバナー補佐

伊藤 松寿 様

今年一年間、皆さまには大変お世話になり、誠にありがとうござい
ました。

●寺田 昌平さん
腰部脊椎狭窄症で手術、
約２週間入院しその間インターアクト教師
部会等クラブの皆様にご迷惑をかけ誠に申し訳ありませんでした。
約３か月コルセット着用で毎日不自由しています。
早く外せます様

●鍋島 勝雄さん
正宗寺 原田道一住職には、お忙しい中ご講話をお願いして快

に！！

くお引き受けいただきましてありがとうございます。また、同期に
入会しました岩田勇様、残念でなりません。冥福を祈ります。

地域を育み大陸をつなぐ

