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●幹 事 門前 庄次郎
●会報委員長 田中
正躬

＜会長の時間＞
私は建築関係の仕事ですので
少し建築の話をしたいと思いま
す。
『日本建築史の始まり』
江戸時代から建築に対する有職
故実的な研究は行われていましたが、学問として成立するのは明治
時代以降で、建築という用語自体、明治時代に造られたものです。
明治大正期の代表的な建築家で、旧日本銀行小樽支店・旧岩手銀
行本店・日本銀行本店・みずほ銀行京都中央支店・日本銀行大阪支
店・旧第一銀行神戸支店・旧二十三銀行本店・旧朝鮮銀行本店その
他では、大阪市中央公会堂・旧大阪教育生命保険・旧日本生命九州
支店・奈良ホテル本館・松木健次郎邸・武雄温泉桜門・九州工業大
学・浜寺公園駅・中央停車場（現・東京都丸の内口駅舎）等、国家
的建築物の設計を行った辰野金吾は、ロンドン留学の際に「日本の
建築にはどのような歴史があるか」と聞かれて何も答えられず、自
国の建築史研究の必要を感じたといいます。
辰野の教え子である伊東忠太は、法隆寺が日本最古の建築である
ことを学問的に論じ、ここに日本建築史が第一歩を記しました。
１９００年（明治 33 年）
、パリ万博に際し岡倉天心を中心に『稿
本日本帝国美術略史』が刊行されましたが、建築の部門を任された
伊東忠太は岡倉天心の美術史区分に大きな影響を受け、建築史の大
枠を築きました。当時、廃物毀釈で大きな打撃を受けた寺院建築の
保護が課題となっており、関野貞は奈良、京都の主な建築を調査し、
それらの建築年代をまとめていきました。また、建築史学者と歴史
家の間に法隆寺の建設年代に関する論争（法隆寺再建・非再建論争）
が起こりましたが、現存する建物の様式論や、六国史などの文献研
究はもとより、遺構調査など考古学の発掘成果も取り入れられるよ
うになり、学問の深化が見られました。
日本建築史の第一歩を記したその五年後の１９０５年、ポールハ
リスがシカゴで、三人の仲間たちとロータリーを作りました。
今期ＲＩ会長のゲイリー氏は「ロータリーの思想は孔子の教えと
重なる」と言っています。孔子の『己の欲せざる所人に施すなかれ』
の教えに基づき、自らも、そして会員皆さんも心から喜んで参加出
来る活動を考え進めていきたいと思っています。

＜幹事報告＞
◎ガバナーより
・2014～2015 年度の
クールビズ対応について
10 月 31 日まで上着、ネクタイの
着用はそれぞれの自由とする。但し、10 月 18 日～19 日の地区大
会においては上着・ネクタイを必ず着用の事

建仁寺の双龍図

蜘手 康介

◎高山中央ロータリークラブ より
・高山 5 クラブ親善ゴルフコンペのご案内
日
時 9 月 7 日(日)12：00 スタート(アウト・イン同時)
場
所
飛騨高山カントリークラブ
表彰式
高山グリーンホテル
１８：３０～
参加費
8,000 円
＊プレー代は各自で清算
申込締切
８月 ８日(金)
＜例会変更＞
高
山 … 8 月 7 日(木) は､納涼ゆかた例会のため
18：30～ 恵の久 に変更
8 月 14 日(木) は､定款第６条第１節により休会
高山中央 … 7 月21 日(月) は､法定休日((海の日) のため､休会
8 月 4 日(月) は､ロータリーデー開催のため
2 日(土) 18：00～ 本町通り納涼夜市に変更
8 月 11 日(月) は、小学生もの作り体験教室のため
9 日（土）9：00～ 高山工業高校 に 変更
8 月 18 日(月) は､納涼ゆかた例会のため
18：30～ 山陣 に変更
＜受贈誌＞
美濃加茂ＲＣ（会報）
、可児ＲＣ（活動計画書）
、不破ＲＣ(会報、
活動計画書)、不破の関ＲＣ(会報、活動計画書)

＜出席報告＞
区分

出席
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出席者数
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出席率

前々回

休会

のため
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ありま
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本日

40 名

－

40 名

47 名

85.11％

＜本日のプログラム＞
７月２３日～２７
日の間、韓国へ派
遣される飛騨高山
高校インターアク
トクラブの岡田さ
ん、切手さんのお
二人に激励金を贈
呈しました。

ロータリーに輝きを

ＩＡＣ韓国派遣激励

例会報告
飛騨高山高等学校ＩＡＣ

飛騨高山高等学校ＩＡＣ
切手 晴菜さん
わたしは、飛騨高山高校３年
切手 晴菜と申します。本日は、
例会にお招きいただきありがと
うございます。日頃は、物心共
に本校インターアクト部を援助していただきありがとうござい
ます。この度は、韓国に派遣していただきありがとうございま
した。しっかりと異文化を体験し、色々なことを学んできたい
と思います。それでは、地区ロータリークラブに提出した作文
を読ませていただきます。
私たち日本人は、全員が中学・高校と最低でも６年間も英語を
勉強してきたにもかかわらず、英語で会話ができる人の数は非
常に少ないと思います。しかし、私は本当にこのまま英語で会
話ができる人が少ないままでいいのだろうかと疑問を持ってい
ます。
現在は、交通機関が発達し、気軽に他の国に旅行に行けるよ
うになりました。私が住んでいる高山市でも、たくさんの外国
人の方が街を歩いているのをよく目にします。私は以前、高山
市の古い町並みでアルバイトをしていた経験があります。たく
さんの外国人観光客の方が郷土料理を堪能するためにいらっし
ゃいました。私は、中学校を卒業してからまったく外国の方と
触れ合うことがなく、外国の方と英語で会話する機会がありま
せんでした。仕事の中で一番困ったのが、外国のお客様に注文
を聞きに行くことでした。全く何を言っているのか分からず、
困っていたら、外国人観光客の方は身振り手振りで必死に伝え
てくれました。たまたま、英語を話せる他の店員が料理の説明
をしてくれましたが、私はただそれを聞いているだけでした。
とても悲しく、残念な気持ちでした。もし、自分もその時、英
語が話せたら、観光に来てくださった外国人観光客の方にもっ
とおもてなしが出来ただろうし、自分もどんなにか誇らしかっ
ただろうと後悔しています。
これからの日本社会は、ますます国際化が進み、日本でも外
国人を採用する会社がたくさん出てくると思います。それとは
反対に、外国人が社長の会社に私たち日本人が就職するかもし
れません。現在もうすでに、看護師は外国人看護師の受け入れ
が始まっています。そうした時に使われる言語は日本語ではな
く、英語だと思います。そうした場合、英語が理解できないと
コミュニケーションをとることが出来ず、仕事ができないと私
は思います。
今よりももっと英語が話せるようになれば、世界は広がると
のではないか考えています。日本にいたら、ニュースなどで、
外国のことを知ることはできます。しかし、その地域に住んで
いる人の考え方、独自の文化などは知ることはできません。も
し、英語が話せたら、まだ行ったことのないいろいろな地域の
方のことを知ることができると思います。その人の考え方、そ
の地域独自の文化を受け入れることで、いろいろな方向から物
事をとらえられることができ、世界は広がると私は考えます。
したがって、まず、私は英語で会話が出来るようになり、英
語が話せることの有用性や楽しさを伝えていきたいと思いまし
た。現在、私は英語を流暢に話すことはできませんが、他国の
文化やその地域に住んでいる人の考え方などに興味があります。
その思いを忘れずにこれから英語を流暢に話せるように勉強し
たいと思います。

岡田 莉乃さん
わたしは、飛騨高山高校３年
岡田 莉乃と申します。
本日は、例会にお招きいただ
きありがとうございます。日頃
は、本校インターアクト部を援
助していただきありがとうございます。また、この度は、韓国
に派遣していただきありがとうございました。今、韓国語を少
しずつ学んでいますので、現地で使ってみたいと思います。そ
れでは、地区ロータリークラブに提出した作文を読ませていた
だきます。
私たちは、国際化とグローバル化の違いについてもっと関心
を持つべきだと思います。似たようなこの２つの言葉の意味の
違いは何なのでしょうか。この事をあまり知らなかった私は、
国際理解について関心を高めるために、書物やインターネット
で調べることにしました。国際化とは、国同士がお互いに交流
を深めて、経済的、文化的に影響を与えること、グローバル化
とは、国境関係なく企業、経済面で拡大していくことであると
いうことにたどり着きました。２つの大きな違いとは、国境が
関係していることが分かりました。
では、なぜ国際化やグローバル化が必要とされるのでしょう
か。現在の日本は、外国の様々な文化を取り入れて社会ができ
ています。普段私たちが着ている衣服や、使っている生活用品
は、外国の影響を受けて生産されたものが多くあります。政治
経済の授業で、外国との関わりの中でのメリット、デメリット
について考えたとき、経済的発展が得られること、食品や製品
が安いものを手に入れることができることなどがメリットとし
て挙げられ、逆にデメリットとして、国内の産業の空洞化、空
洞化の影響を受けて日本の中小企業の倒産などが挙げられまし
た。この考え方は、どちらかと言うとグローバル化に関係して
いると思います。
日本人は外国人と比べると、自己主張や自己表現が苦手だと
よく言われます。はっきりと言うよりは、相手の様子を窺いな
がら言葉を選びます。良く言えば謙虚、悪く言えば消極的と言
えると思います。これを美と考えている日本人もいますが、
Yes・No がはっきりしているほとんどの外国人からすると、違和
感を覚える人もいると思います。異文化を理解することは、ま
ず自国の文化を理解することだと思います。自国の文化を基準
として、初めてその違いに気付きはじめ、異文化と認識するの
だろうと思います。自分で考えた事を、自分自身が理解してい
ないと、相手にその事を伝え、相手に理解してもらうことは難
しいと思います。自分自身、自国の文化を理解することが、相
手、異文化を理解することにつながると思います。最後には、
それが国際化につながるのではないかと考えました。その時、
大切になるのがコミュニケーションの力だと思います。世界の
人とコミュニケーションをとるためには、英語が必要になりま
す。世界は英語中心に回っているので、自国の文化を発信して
いくための強力なツールであると思います。私は国際化の時代
を日本語や日本文化を大切にしながら英語を道具として進んで
いきたいと思います。
韓国でのいろいろな体験をして、帰国しましたら、有意義な報
告ができるように頑張ってきます。ありがとうございました。

韓国でのホームステイは不安ではありますが、すごく楽しみ
ですので、帰国しましたら、有意義な報告ができるように頑張
ってきます。
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例会報告
飛騨高山高等学校
インターアクトクラブ顧問
荒川 一弘 先生
本日はお招き頂きあり
がとうございます。また、
今年も２名の韓国派遣、あ
りがとうございます。お陰
様で今年はクラブに多く
の新入生が入部し、年次大会も大人数での参加となる予定です。
今後ともインターアクトクラブへのご支援をよろしくお願いい
たします。
さて、本日はインターアクトとは別の、進路指導担当として
の話をさせていただきます。お手元にも資料配布させていただ
いておりますが、普通科３年生にも企業のインターシップを、
というお上からのお達しがあり、これまで商業化等で受け入れ
ていただいていた企業さんの規模を超える人数の生徒にインタ
ーシップの場を用意しなければなりません。期日の決まった話
で恐縮ですが、是非高山西ロータリークラブ会員の皆さんの企
業で、高校生の就業体験にご協力を願えれば、と考えておりま
す。どうぞよろしくご検討の程お願い申し上げます。

決算・予算報告

2013-14 年度会計 斎藤 章
2014-15 年度会計 内田 幸洋
本会計は例年通り各委員会ほぼ予算内で消化して頂きました。
特別会計においては、今年度は昨年度から引き続き、
「ロータ
リー財団地区補助金」に関わる予算、そして創立５０周年に
関わる予算を計上しました。

＜ニコニコボックス＞
●高山中央ＲＣ 永井 信次さん
久しぶりにおじゃましました。よろしくお願いいたします。
●田中 武さん、門前 庄次郎さん
本日は飛騨高山高校インターアクト部顧問の荒川先生、お忙し
い中お越しいただき有難うございます。インターアクト委員会
では長い間お世話になっております。今年度も顧問としてやっ
て頂けるとの事で、心強く思っています。これからも宜しくお
願いします。またインターアクト部の岡田莉乃さん、切手晴菜
さん、ようこそお出で頂きました。韓国では他のそみながら色
んな事を吸収して来て欲しいと思っております。そして報告楽
しみにしておりますので気をつけて行って来て下さい。またビ
ジターとして高山中央ＲＣの永井信次さんがお見えです。よう
こそお越し下さいました。
●大村 貴之さん､下屋 勝比古さん､垣内 秀文さん､小瀨 真之介さん
飛騨高山高校 荒川先生、インターアクト部 岡田さん、切手
さんの来訪を歓迎いたします。本年度もインターアクト活動よ
ろしくお願いします。

●鴻野 幸泰さん
①荒川先生、久しぶりです。お元気でしたか？ベスをあずかっ
ていただいた事本当にありがとうございました。
②先日の会長幹事激励会およびゴルフコンペありがとうござい
ました。鍋島さんにはゴルフコンペの段取りお疲れ様でした。
●堺 和信さん
６日に行いました新旧会長幹事激励慰労会に多くの方々に出席
いただきましてありがとうございました。前年度の最後の親睦
委員長の仕事を無事に終える事が出来ました。本日は葬儀に出
席のため早退させて頂きます。
●山下 明さん
先日の桃園での慰労激励会で豪華な花束を頂きありがとうござ
いました。肩の荷が下りてくつろいで飲めました。
●蜘手 康介さん
先日の会長幹事慰労激励コンペ、参加された皆さんお疲れさま
でした。また、お日柄もよく、メンバーにも助けられ、優勝さ
せていただきました。本当にありがとうございました。そして、
今年度よりまた会報写真を担当させていただくことになり、今
月は京都、建仁寺の天井絵、双龍図の写真です。飾るととても
縁起がいいという話ですので、ご希望の方がいらっしゃればプ
リントいたします。遠慮なく申し付けください。
●中島 弘人さん
先日の親睦ゴルフありがとうございました。自分を軸に馬を買
いましたが、井辺先輩のお陰で馬券を当てる事が出来ました。
ありがとうございました。
●井辺 一章さん
７月６日会長幹事御苦労様ゴルフコンペありがとうございまし
た。ハンディに恵まれ、良い結果に感謝。
●平 義孝さん
７月の誕生日のお祝いありがとうございます。私も７７、喜寿
になりました。今後健康に留意しながら努力しますのでよろし
くお願いします。
●田中 正躬さん
先週は誕生お祝いありがとうございました。台風８号について
はラジオ・テレビの報道で、ピニールハウスを持っている者と
して大変心配していましたが、何事もなく助かりました。また
また農業委員をする事となりました。皆様よろしくお願いしま
す。小森選管委員長様お世話をかけました
●伊藤 松寿さん
昨日、高山市薬剤師会長として、平成２６年度の第一回理事会
を招集し、無事終える事が出来ました。問題は山積しています
が、一歩一歩着実に前進していきたいと思います。
●井上 正さん
約１ヶ月以上タイミングが合わず例会への出席が出来ませんで
した。申し訳ありません。昨日ソフトミニバレーボールの練習
に参加し、久し振りにいい汗を流しました。マイマイガの影響
でこの先練習が出来ませんので８／３はぶっつけ本番になりま
すが、あまり変わらないと思いますので、とにかく一勝を目指
します。
●塚本 直人さん
ＲＣも新年度が始まりました。私はＳＡＡと環境保全で役目を
果たすように取り組みます。本日は私の会社保険タイムで２時
から先進医療セミナーを行うため早退させて頂きます。ガン治
療の陽子線センターの先生を招いての講演です。ご興味があれ
ば当日でも気軽にご参加下さい。
●折茂 謙一さん
評判の小説、ガルシア・マルケスの｢百年の孤独｣を読みました。
奇想天外・複雑怪奇、とてもおもしろかったです。

ロータリーに輝きを

