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●会 長 斎藤
章
●幹 事 井辺 一章
●会報委員長 伊藤 松寿

＜会長の時間＞
本日はプログラムが詰まっ
ておりますので、先月 27 日に
上位 100 位までが発表された
「第２５回サラリーマン川
柳」をご紹介し、会長の時間
とさせていただきます。
１． 「宝くじ 当たれば辞める」が 合い言葉
２． 女子会と 聴いて覗けば 六十代
３． 妻がいう 「承知しました」聞いてみたい
４． スマートフォン 妻と同じで 操れず
５． EXCEL を エクザイルと 読む部長
６． 何気ない 暮らしが何より 宝物
７． 胃カメラじゃ 決して見えない 腹黒さ
８． 立ち上がり 目的忘れ また座る
９． 定年後 田舎に帰れば 青年部
10. 最近は 忘れるよりも 覚えない
11. 頼んでも “こだまでしょうか”と かわす妻
12. 「内定です」 返った言葉が 「マジッスカ！」
13. 図書館で ＦａｃｅＢｏｏｋを さがす父
14. ＫＡＲＡブーム おれの財布も からブーム
15. 円高だ！ 海外行くぞ 円が無い
16. 携帯に やっと慣れたら 皆スマホ
17. おとうさん 胃酸でるけど 遺産なし
18. タバコやめ メタボになって 医者通い
19. エコ給与 ハイブリッドな 仕事量
20. 父に聞き その後必ず 母に聞く
21. 「おーい飯！」 こだまでしょうか 「おーい飯！」
22. 多過ぎる 「でかした」よりも 「しでかした」
23. 「もう、ステキ！」 モテ期終われば もう捨て期
24. 毛虫いる さわげば娘の つけまつげ
25. ノー残業 形ばかりで 猛残業
26. 管理職 仕事ふやすの 得意です
27. 叱らずに 育てた部下に 怒鳴られる
28. オレ子守り 子供マルモリ 妻大盛り
29. リビングは 妻がセンター 総占拠
30. 「あー」言えば 「こう」言う「部下」達 Ａ・Ｋ・Ｂ
31. キレやすい 部下を替えたい ＬＥＤ
32. 妻がした 計画停電 オレの部屋
33. オレの指 スマホも部下も 動かせず
34. 散歩して わかったポチの 顔広い
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「朝靄に包まれる穂高連邦 」 蜘手 康介

節電で 早く帰ると なげく妻
超難問 歴代総理 列記せよ
『総選挙』 もちろん行ったよ！ 武道館
エコ製品 節電するのに 高くつき
震災で 人と人との 絆増す
Ｋポップ 踊ってみたけど ＫＡＲＡまわり
叱れない 自分に似すぎた 我が息子
今やります どれだけ待ったら 今になる？
便座さえ オレに冷たい 会社内
災害を 心の絆で 助けあい
被災地に あきらめないを 教えられ
日よう日 妻は女子会 おれじゃまかい
我が家にも なでしこ四人 俺アウェイ
これほしい 娘のプレゼン ジョブズ並み
アイウォンチュー いつでも君は iPhone 中
復興を 祈る気持ちで 電気消す
元カノに 名前聞かれる 同窓会
震災で 絆と優しさ 思い出す
マジやばい!! 良いの悪いの どっちなの
ありがとう 澤やかジャパン 世界一
酒やめた 健康診断 終るまで
今年こそ 誓ったはずが もう師走
我家では 「ママのおきて」が すべてです
うちの娘も ねだる時だけ 芦田愛菜
がんばろう 日本とあんた 妻が言う
「少女時代」 唄ってはしゃぐ 熟女時代
節電を してみて分かった 使い過ぎ
ＴＰＰ タバコ パチンコ パパ止めて！
イケメンも 飼い慣らされて 今イクメン
仮病部下 ツイートするな！ 旅行なう
士気がない 当たり前でしょ 指揮がない
資格とれ 言った上司が 不合格
忙しい それでも集まる 喫煙所
電光板 流れる文字は 節電中
想定外 言い訳する時 よく使う
ラブでなく イヤミ注入 うちの妻
オレ流を 通して職場 戦力外
娘たち 禁煙しても 煙たがる
総選挙 うちの会社も やってくれ!!
省エネと 言って動かぬ 我が女房
ＡＫＢに 負けるなパパも 48
俺知らぬ 妻のつぶやき 世界知る
風物詩 年に一度の 首相決め
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スマホより トクホが先と 妻が言う
増税の 火種はいつも タバコから
勤務中 つぶやいてたら 左遷なう
韓流と 子供にたよる テレビ界
天下り こちら女房に へり下り
高寿命 ＬＥＤと 我が女房
震災に 使命と絆 奮い立ち
再生紙 ２度のお勤め 羨ましい
メルマガに 祝ってもらう 誕生日
欧州で きれいに咲いた なでしこが
地図アプリ ひらいてなやむ ここはどこ
嫁の趣味 昼間は寝入る 夜ネイル
よろしくね 言ってた上司が 忘れてる・・
鍋奉行 仕事に活かせ その仕切り
娘に言う 君かわウィ～ね しかとされ
組織力
なでしこ並の 妻娘
雑用も スーパーサブと おだてられ
テレビ局 子役頼みの 視聴率
つい言った 無口な僕も ツイッター
「マルモリ！」と 思わず告げた 牛丼屋
モテ期きた？ おごる時だけ やってくる
夏時間 始発電車で 遅刻する

＜本日のプログラム＞

お祝い

◎会員誕生日
山本 善一郎

５．１５ (当日欠席)

塚本 直人

５． ７

(当日欠席)

◎夫人誕生日

野戸

守

美津子 さん

５．１１(当日欠席)

寺田 昌平

君 代 さん

５．２４

河渡 正暁

久 枝 さん

５．２３

＜幹事報告＞

道脇 清春

みどり さん

５．２９

◎ＲＩより

塚本 直人

智 子 さん

５．１３(当日欠席)

◎結婚記念日

・ロータリー・リーダー５月号
・｢毎年あなたも 100 ドルを｣５月号
◎次期ガバナー補佐より
・ガバナー公式訪問および濃飛分区ＩＭ開催日、
ガバナー補佐訪問日程のお知らせ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問

9 月 14 日(金) 、ＩＭ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問

第1回7月13日(金)

10 月 14 日(日)
第2回 8月31日(金)

◎ぎふ清流国体高山市実行委員会より
・ぎふ清流国体高山市実行委員会 委員委嘱状
＜受贈誌＞
高山中央 RC(会報)、高山・ﾃﾞﾝﾊﾞｰ友好協会(高山・ﾃﾞﾝﾊﾞｰ友好
協会通常総会資料)、高山市都市提携委員会(高山市都市提携委

折茂 謙一

Ｓ３８．５． ６

員会会議資料)、ぎふ清流国体高山市実行委員会(常任委員会総

新田 敬義

Ｓ４４．５． ４

会資料、第 67 回国民体育大会 冬季大会スキー競技会報告書)

井辺 一章

Ｓ５２．５．１２

斎藤

章

Ｓ５６．５．２５

和信

Ｓ６１．５．１８

堺

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

38 名

3名

41 名

48 名

87.50％

本日

40 名

－

40 名

48 名

83.33％

◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
・伊藤 松寿

・井辺 一章

・折茂 謙一

・小森 丈一

・田近

・田中

・東

・洞口 良一

毅

武

庄豪

・米澤 久二
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した。韓国派遣につきましては、今年度も私と副部長の山本が申し
◎出席表彰

込んでおります。もし参加させて頂けることになりましたら、よろ

伊藤 松寿

２７年

しくお願いいたします。

(当日欠席)

常時の活動報告としましては、昨年同様、月曜日と金曜日に活動
しています。活動内容は、校内および校舎周辺の清掃活動、ペット

田近

毅

２６年

ボトルのキャップ集めをしています。このペットボトルのキャップ
は 800 個集めると、１人分のワクチンと交換することができます。
このワクチンを発展途上国の子どもたちの生命と健康維持に役立
ててもらうのが活動の目的です。取り組み始めたのは去年からです
が、現時点で 21,000 個を越える数のキャップが集まっています。
米澤 久二

１２年

この数で 26 個のワクチンと交換することができます。ただ、2011
年 3 月 11 日に発生した「東北関東大震災」のため、このたび今ま
でワクチンに充てていた基金が当分の間は「日本赤十字社東北関東
大震災義援金」へ変更になりました。しかし、例え基金の行き先が
どこであれ、私たちの気持ちは変わりません。自分たちでキャップ
の回収箱を作るところから始めたこの活動のおかげで、私も含めて
部員たちも、些細なことでも誰かにとって大きな意味をもつことが

新会員
あいさつ

あるのだということを感じ始めています。活動を通じて、周囲の人
たちにとって気持ちの良い環境を整えること、国内の被災者の方々、
国境を越えて見えないところで苦しんでいる人の役に立つことが

山蔵 真輔 さん

できるということに、活動の意義を見いだしています。そして、そ

(有)山蔵農園

のような苦しい立場の人たちには微力でも継続的な活動が何より
の救いになると私は思います。だからこそ、私たちはこの常時の活
動を大切にしています。
その他の活動として、昨年は支援学校でのボランティアなどの校

インターアクト委員会

外活動、高山西ロータリークラブの方々との四十八滝での清掃活動、

委員長 寺田 昌平

ユニセフハンド・イン・ハンド募金活動への参加、文化祭でのフェ

昨年は第 34 回インターアクト

アトレードへの啓蒙活動および販売を行いました。今後もインター

年次大会の開催において、大変

アクト部という名前に劣らないように、精一杯活動していきたいと

お世話になりました。荒川先生

思います。これからもご協力お願いいたします。ありがとうござい

には今年も継続して顧問をお願

ました。

いできるとの事で心強い限りです。次年度は飛騨地区研修会のホス
ト・スポンサーがあります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

飛騨高山高校
ＩＡＣ部長
斎藤 花歩さん
私たち飛騨高山高
等学校のインターア
クト部は、昨年度こ
の高山で盛大な年次
大会を開催させて頂
きました。また、韓国派遣にも参加させて頂きました。どちらの行
事も高山西ロータリークラブの方々のバックアップとご協力のお
かげで無事に終えることができました。本当にありがとうございま

こころの中を見つめよう

飛騨高山高校 ＩＡＣ顧問

荒川 一弘 先生

本日は、例会にお招きいただきありがとうございます。飛騨高山
高等学校インターアクト部の顧問を今年度も勤めさせていただき
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ます荒川一弘でございます。インターアクト部の顧問になりまして、

ます。また、ここ数年はロータリークラブの方々との交流も増え、

５年目を迎えました。飛騨高山高校に赴任いたしまして、１０年目

学校内外で活発に活動していることが評価されたのではないかと

になりました。高山西ロータリークラブの皆様には、日頃、本校イ

思います。

ンターアクト部に多大なご理解とご支援をいただき誠にありがと
うございます。お礼申し上げます。本日は、私と部長の斎藤花歩の
２名が参加いたしております。今年度の活動報告、活動計画、活動
方針を説明します。
さて、昨年は、ロータリークラブの皆様には第３４回年次大会の
運営にお力添えを頂き、感謝しております。滞りなく終わることが
できましたのも、田近委員長のリーダーシップと準備委員の方々の
温かい援助のおかげと感謝しております。３年間にわたる準備は大
変でもあり、何回も夜遅くまで学校で、会議を持ったことが思い出

２０１２年度 活動計画
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
12月

部活動紹介
英語スピーチコンテスト参加
アジア・アフリカ救援衣料活動参加
アジア・アフリカ救援衣料活動参加
第３５回インターアクト年次大会参加
文化祭準備
文化祭（フェアトレード事業）
清掃活動参加予定
飛騨地区Ｉ・Ａ・Ｃ合同研修会（主催）
ユニセフ・ハンド・イン・ハンド募金(coop岐阜
、NPOはたらくねっと）

されます。しかしながら、少しずつ計画が前進していくことを実感
できることが楽しく、充実感がありました。いろいろなハプニング

平時の活動

も今はたのしい思い出になりました。中澤さんが骨折された時は、

地域清掃活動
ペットボトルキャップ回収
様々なボランティア活動への参加

ムンクの『叫び』が頭に浮かびました。門前さんと二人、韓国の訪

今年度の活動計画については、５年前から毎年毎年新しいことに

問団の予想を遥かに超える数々の直前変更に右往左往したこと、河

取り組んできました。地域社会に貢献する活動も、ロータリークラ

渡さんにはインターアクト地区委員として、様々な場面で、衝撃干

ブの方々だけでなく、様々な組織の方々から声をかけて頂き、学校

渉として心労をおかけした事を申し訳なく思っております。ただ、

外の活動も増え、うれしいかぎりです。昨年は coop 岐阜、NPO は

終わってしまうと、一瞬のことであり大変さよりも寂しさが心に残

たらくねっとと共にクリスマスイブにユニセフ募金に初めて取り

った大会でもありました。もう、在職中に年次大会を主催すること

組むことができました。アスモの前で寒い中募金活動をしました。

はないと思いますが、皆様とあのような立派な大会を盛大に執り行

終了後、交流会を持つことができ、インターアクト部の活動紹介を

なうことができたことは、私にとってかけがえのない宝物となって

することができたこともとても意義があったと思います。今年も昨

おります。

年同様、ロータリークラブの方々と清掃活動をご一緒出来れば幸い
です。昨年度から始めたペットボトルの回収もコツコツと取り組む
ことができました。一歩一歩ですが、地域ばかりでなく国際的な交
流活動にも範囲を広げ、もっともっと積極的に活動していきたいと
思います。
今年度は地区のインターアクト合同研修会を主催しなければな
りませんので、斐太、益田清風、飛騨高山高校のインターアクター
の交流を活発にし、有意義な研修会になるようにこれから計画して
いきたいと思います。昨年の年次大会同様、高山西ロータリークラ
ブの方々にはお力をお借りする機会が何かとあると思いますが、よ
ろしくお願い致します。

昨年度より、
部員が増えました。
２年生が昨年より少ないですが、
充分活動できる人数の確保ができたと思います。男子生徒も２名入
ってくれました。
各学年がバランスよく、
積極的に入部前にも見学、
体験入部した後での入部ですので、将来、この生徒たちがあらたな
る核となり、さらなる部員の増員につながることと信じています。
２年生も大部分の生徒が残り、更に３名が新しく入部してくれまし
た。毎年、入部する生徒の中にはボランティア活動を希望したり、
短期留学をしたりした生徒が入部するようになり、目的意識がはっ
きりした生徒が入部することで、部の雰囲気もまずます良い方向に
変化してきていると思います。今年の一年生は英語スピーチコンテ
ストにも興味があるので積極的に国際交流にも参加したいと思い

こころの中を見つめよう

interact quiz
(1) インターアクトは『インターナショナル』と「アクション」が
複合された名称である。
(2) インターアクトは、14 歳から 18 歳までの青少年のための国
際ロータリーの奉仕クラブです。
(3) インターアクト・クラブは、支援や指導を与えるロータリー・
クラブが提唱して結成されるが、運営面でも経済的にも自立し
ている。
(4) 同じ地域社会内の場合、2 つ以上の学校からインターアクトク
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ラブを構成することができない。
(5) 毎年、インターアクト・クラブは少なくとも２つの社会奉仕プ
ロジェクトを行い、そのうち 1 つは国際理解と親善を推進す
るものとされている。
(6 )インターアクト・クラブ活動は 1960 年にその当時の国際ロ

②山蔵真輔さんの入会歓迎申し上げます。ロータリーの活動にも頑
張って下さい。
●井辺 一章さん
新会員 山蔵真輔君の入会を心より歓迎致します。よろしくお願い
します。飛騨高山高校 荒川先生、斎藤さんスピーチ、本日はよろ
しくお願いいたします。

ータリー会長のハロルド・.トーマス（ニュージーランド）が

●垣内 久男さん

提唱し始まる。

山蔵真輔さんめでとうございます。大先輩ばかりです。色々

(7) 1962 年オーストラリアのメルボルンにあるメルボルン高
校の 23 名が集まり、最初のインターアクト・クラブを結成
しました。

良い事悪い事を吸収し、お互い心の広い人間になりましょう。
●長瀬 達三さん
山蔵くんの入会を歓迎いたします。
●折茂 謙一さん、米澤 久二さん

(8)

1962 年 10 月 28 日にメルボルン高校結成、23 人でス
タートした。

(9) 日本最初のＩＡＣは、1963 年に、宮城県の仙台育英学園高
校に創設される。
(10) 仙台育英学園高校ＩＡＣ100 人を超える人数で誕生し、当
時の世界最多の会員数であった。
(11) 2 番目にできた日本のＩＡＣは、1０日遅れの１９６３年 6
月 28 日に、西京商業高校（現・西京高校）ＩＡＣ（京都）
です。

飛騨高山高校インターアクトクラブの皆様、ご来訪を歓迎します。
顧問の荒川先生、異動がなかったので今年も宜しくお願いします。
●蜘手 康介さん
荒川先生、斎藤部長さん、今年一年高山西ロータリーインターアク
ト委員長としてお世話になります。よろしくお願いいたします。
●寺田 昌平さん、門前 庄次郎さん、鴻野 幸泰さん
荒川先生、斎藤花歩さん、昨年は色々行事がたくさんあり大変だっ
たと思います。久し振りにお二人のお顔を拝見して元気そうでとて
も嬉しいです。
●河渡 正暁さん

(12) 現在、世界に１４０の国々にインターアクト・クラブがある。

荒川先生、久し振りです。先生のお陰でインターアクト年次大会が

(13) インターアクト・クラブが多いのはブラジル、インド、フィ

出来ました。ありがとうございました。本日 13 時 30 分より公職の

リピンである。
(14) 日本には 1､000 以上のインターアクト・クラブがある。
(15) 昨年高山で行われた年次大会は第３７回年次大会である。
(16) 今年の年次大会は、鈴鹿西ロータリークラブ、鈴鹿高校イン
ターアクト部が主催である。

会議があります。申し訳ありませんが早退します。
●小田 博司さん
本日、大安吉日金曜日です。また、業界の定時総会の日でもあり慌
ただしい一日です。早退します。荒川先生、斎藤部長さんのスピー
チを聴けなく残念です。
●垣内 久男さん

クイズの答えです。以下の７問が間違いです。

パブマブハイがおかげさまで 1 周年を迎えました。昨日今日と心ば

(2) 12 歳から 18 歳まで

かりですがイベントを開催しています。ロータリー価格でお待ちし

(4) できる。

ておりますので是非お越し下さい。

(7) アメリカ・フロリダ州のメルボルンにあるメルボルン高校

●東 庄豪さん

(11) 1 日遅れ

連休中は田植えの準備で大忙しでした。今度の日曜は田植えです。

(14) 500 以上のインターアクト・クラブ

今日なんでも自動化されていますが、手間をかける事を忘れないで

(15) 第３４回年次大会である。

いたいものです。

(16) 鈴鹿ロータリクラブ、飯野高校インターアクト部が主催であ

●小林 勝一さん

る。

今年は天候不順のため菊の成育が非常に遅れております。今日は早
退いたします。

＜ニコニコボックス＞

●平 義孝さん、田中 正躬さん

●斎藤 章さん

ともかくもニコニコへ。

①飛騨高山高校インターアクト部顧問 荒川一弘先生、部長の斎藤
花歩さん、ようこそおいで下さいました。また一年間宜しくお願
いいたします。

こころの中を見つめよう

博愛を広めるために

