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＜会長の時間＞

＜幹事報告＞

今日は温泉の豆知識として「総湯」
のお話をしたいと思います。
石川県や富山県の温泉地で「総湯」
と言う言葉を見ることと思います。近
い所では氷見番屋街の隣に、和倉では
加賀屋の近くに「総湯」があります。ご承知のように「総湯」とは
共同浴場の事を意味します。
「総湯」はもともと由緒ある温泉地の
中心にあって、温泉地の人々が共同で守り育ててきた、その温泉地
唯一の代表的な共同湯・共同浴場を呼ぶ歴史的名称だそうです。
もともと総は物の下に心と書く惣の字だそうです。中世に成立し
た惣村と呼ばれる村落自治共同体で、温泉と入浴利用の場が共有
（惣有）財産の一つとみなされてきたことから生まれた言葉です。
天の恵みの温泉はだれのものでもなく、みんなの宝、地域社会で共
有し、共同管理し、利用すべきという考えに基づいているそうです。
山中温泉へ行ったところ、いまでも地元の財産区が温泉を管理し
ていました。たまたま駐車場がいっぱいだったので役場の駐車場に
停めました。番台のお姉さんが「あそこも財産区のものだから停め
ていいよ。ここと一緒です。
」と言ってくれました。山中温泉の「総
湯」は「奥の細道」の途上訪れた松尾芭蕉もいたく気に入って「山
中や菊は手折らじ湯の匂い」
（この湯につかるだけで長生き出来る）
と詠まれています。名称はここからとって菊の湯と言うそうです。
菊の湯はめずらしく男女別々の棟になっております。お風呂は深さ
が１M 位ありますので立ったまま入ります。
山代温泉は「総湯」と「古総湯」の２つがあります。
「総湯」は
一般向けの共同浴場ですが、地元の方を始め多くの方が入浴されて
いました。
「古総湯」は明治時代の「総湯」を復元したものです。
行きましたところ、番台のお姉さんがお湯の入り方を説明してくれ
ました。石鹸・シャンプーは使ってだめです。かけ湯をして湯に入
るだけです。カランもシャワーもありません。湯船があるだけです。
湯温は大変熱いので板で「湯あみ」して温度を下げて下さい、と教
えて下さいました。浴室は九谷焼のタイル張りで窓はステンドグラ
スです。他にお客さんもいませんでしたので少し熱めの湯にゆった
りとつかって明治の時代に思いをはせました。
山中も山代も「総湯」はすばらしく、また入ってみる価値がある
と思いました。
総湯という歴史的名称をいまも保つのは石川県・富山県だけだそ
うです。ほかは明治初期までは、代表的な共同浴場を惣湯と呼んで
いても、明治以降「大湯」など他の名称に変えた温泉地が少なから
ずあり、信州渋草温泉や野沢温泉では「大湯」と言われています。

◎ＲＩ日本事務局より
・９月のロータリーレートについて

お城シリーズ
新井 典仁

１ドル 112 円（現行 109 円）

◎濃飛グループガバナー補佐、IM 実行委員長、美濃加茂ＲＣより
・濃飛ＧI.M.および美濃加茂ＲＣ創立50周年記念式典開催のご案内
日程・会場
１１月１９日（日）シティホテル美濃加茂
時
間
10：00
開会点鐘
12：15
点鐘 ～休憩・軽食
13：00
50 周年記念式典 開会点鐘
14：15
50 周年祝賀会 開宴
16：00 終了
◎派遣交換留学生
萱垣 杏花さんより
・ 近況報告
◎ガバナー、地区青少年交換部門委員長より
・国際青少年交換 2018-2019 夏期派遣学生追加募集案内
派遣先
米、加、仏、豪、諾、乳、等
資
格
ロータリークラブの推薦する男女高校生で、
学
業成績は平均以上で、日本国籍を有する者
期
間
2018 年 8 月より 1 年間
選考日
12 月 10 日(日) ハートフルスクエアＧ
選考内容
小論文、英語筆記試験、一般常識試験、面接、他
内定通知
12 月中旬。推薦クラブ会長宛に通知する
回答期限
11 月 28 日(火)必着
◎高山あすなろ会より
・後援事業「第 42 回飛騨児童・生徒木工工作コンクール」実施報告
◎高山岊上ライオンズクラブより
・高山５クラブ親善ゴルフコンペの御礼
＜例会変更＞
高山中央 … 10月 9日（月）は、法定休日（体育の日）のため休会
10 月 30 日（月）は、定款により 休会
＜受贈誌＞
社団法人高山市文化協会(高山メセナメイト会報 No62、広報高山
の文化 No193)、(財)比国育英会バギオ基金（第 39 回バギオ訪問
交流の旅募集要項）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

30 名

6名

36 名

40 名

90.00％

本日

33 名

－

33 名

40 名

85.00％
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例会報告
＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日

挾土 貞吉 １０． １
伊藤 松寿 １０． １

長瀬 達三（当日欠席）
１０．２５

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け）
平
義孝
八重子 さん
１０．２１
井辺 一章
和 子 さん
１０． ３
内田 幸洋
博 子 さん
１０．３１
田中 正躬
妙 子 さん
１０．２８
◎結婚記念日
田近 毅
Ｓ４６．１０．２１
内田 幸洋
Ｓ５１．１０．２５
門前 庄次郎
Ｓ５７．１０．１１
東 庄豪（休会中）
Ｓ６０．１０．１９
古橋 直彦（当日欠席）
Ｓ６２．１０．１８
◎出席表彰
鴻野 幸泰

３年

◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
・新井 典仁
・斎藤 章
・門前庄次郎

・内田 幸洋 ・鴻野 幸泰 ・小森 丈一
・阪下 六代 ・挟土 貞吉 ・平
義孝

受入学生月例報告

Schenck

Noemi

Beatrice

皆さんこんにちは。よろしく
お願いします。
私は一ヶ月半前に日本に来
ました。一ヶ月半にたくさん
色んな日本の事を学びました。
最初は、私はロータリーで
の旅行に行きました。楽しか
った。他の交換留学生と一緒
に広島の平和記念公園に行き
ました。原爆ドームはとても印象に残りました。後で厳島神社・宮
島に来ました。紅葉饅頭とかき氷を買って食べました。翌朝早く起
きました。姫路城を見ました。とても素晴らしかったです。午後に
神戸へ行って肉まん作りをしました。作り方はとても難しかったで
す。でもとてもおいしかったです。夜大阪のホテルへ行きました。
ホテルに温泉がありました。気持ち良かったです。翌朝、ユニバー
サルスタジオに行きました。楽しかったです！私達はたくさんのジ
ェットコースターに乗りました。

ロータリークラブの旅行はとても楽しかったです。私達は写真を
たくさん撮りました。それはずっと良い想い出になります。どうも
ありがとうございました。
美術館で歓迎会をしていただきとても素晴らしかったです！初
めての着物でとても嬉しかったです。私はとても楽しみました。ロ
ータリークラブの皆さんどうもありがとうございました。
斐太高校の勉強始まり六週間経ちました。体育祭で青団で頑張り
優勝しました。バスケットクラブで頑張っています。斐太高校の人
は皆なすごくフレンドリーです。学校に行くのがとても好きです。
たくさんスピーチをしました。それで皆が私を知ってくれました。
多くの生徒は「こんにちは」と「可愛い」と声をかけてくれます。
全部の授業を受けないので図書館で日本語を勉強しています。
週末に高山巡りをホストファミリーとしました。獅子舞、神社、
お寺、栗とリンゴの収集、高山祭り屋台、飛騨の里、高山朝マーケ
ット、ヨガ、習字、ハンコ、富士山などを見ました。ホストおじさ
んとおばさんと日本の文化をたくさん楽しんでいます。
ロータリークラブの皆さん、ありがとうございます。

ニコニコ委員会
委員長
住田 泰典
今年度ニコニコボック
ス委員会委員長を賜りま
した住田でございます。い
つも楽しいメッセージと
ともに、ご喜捨をいただき
有り難うございます。
今日のニコニコボックス
委員会の担当例会は、２つ
のポイントで進めさせていただきたいと思います。
まず１つ目は「今年度が始まってから３ヶ月の喜捨状況の報告」
です。
では最初に、今年７月から先月末までのニコニコボックスへの喜
捨の状況を報告します。お手元の資料にもありますように７月から
先月末まででメッセージを伴うニコニコと相乗りテーマに対する
ニコニコの喜捨金額の合計 270,500 円でした。この他に遅刻早退フ
ァインや 3 ヶ月表彰なども加算されますので、すべての合計は
329,000 円となっています。それで、今回はこの中でメッセージを
伴うニコニコと相乗りテーマに対するニコニコの喜捨が今のとこ
ろ、今年度たくさんいただいている方、上位 5 位を発表させていた
だきます。
1 番 萱垣敬慈さん、17,000 円、2 番 住田泰典、15,000 円、
3 番 鴻野幸泰さん、14,000 円、4 番 田中武さん、13,500 円、
5 番 伊藤松寿さん、9,000 円
です。
このような状況でございまして、今のところすべての合計金額は
329,000 円となっています。今年度の目標は１２０万円でございま
す。
続きまして２つ目は去年までの過去３年間に例会の時に、その年
度の会長さん、幹事さん、ニコニコ委員長さん以外で、純粋にニコ
ニコボックスに喜捨していただいた金額が一番多かった方に「なぜ
多くの喜捨をしていただけたのかその理由」をお話しいただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
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田中 武
私なりに感じたことを述べさせ
て頂きます。住田泰典委員長の文
書の始めに｢喜捨｣という言葉が有
り、住田さんは良く勉強をしてみ
えるなと感じました。
「喜捨」は仏
教用語で意味は、惜しむなく喜ん
で財産を施す。
「施捨」似たような言葉ですが、意味は現代風に言
えば、チャリテイーだと思います。まさにロータリーの精神、社会
に奉仕するだと思います。まさに「喜捨」でなくてはならないこと
だと思います。
なぜ多額の「喜捨」をしたのかですが、私の場合は、新年家族例
会での事ですが、いつも通りジャンケンゲームで、女房が時たま勝
ちましたので其れを全額ニコニコに入れただけのことですが其の
額が幸いして、多額納税者になっただけですが、元はといえば皆が
出したお金を戻しただけと思ったんですが？
もう一点は会員増強ですが、高山の３ロータリーでは一番会員数
が少なくどうしても皆に負担が掛かる事は当然で有り、会員増強す
るにはどうしたら考え、先ず若い人に声を掛けていくのがと思い、
田近さんと相談し先ずゴルフクラブを再、再開しようと始めました。
始めは一組位はと思いましたが三組はできるようになり、まだ可能
性としては四組は出来ると思っています。例会上で話が出来ない事
も多々有り、ゴルフで共通の意識を持つことはロータリーの精神に
も通じます、まだまだ十分に余裕が有りますのでゴルフをして余っ
たらニコニコへ宜しくお願い致します。
田近 毅
先日住田君より各年度で最もニコ
ニコボックスに多くの金額を
寄付したということで、一言話してほ
しいと頼まれました。まさか私が一番
とはと、2015-2016 のデータを見まし
た。一昨年度は、会長、幹事、ニコニ
コ委員長を除くと私が一番高額と言うことで、本日のスピーチに選
ばれました。
一昨年は、我が家も息子の開業や、医院の新築、私の手術、家族
のこと、50 周年関係等色々忙しい年でした。又、委員長が「相乗
りニコニコ」を作ってくれましたので、ニコニコが出しやすくなり、
21 回も出してしまいました。
皆さんも、嬉しいこと、楽しいこと、催し物等の案内がありまし
たら、どしどしニコニコに出しましょう。
鴻野 幸泰
本日は西クラブ会員として、そして幹
事としてニコニコボックスについての
スピーチをさせて頂きます。
自分としては、ニコニコボックスに対
してクラブへの気持ちであり寄付金で
あると思っています。そしてその集めた
お金でクラブとしてより良い行事が出来ればいいと思っています。
しかし、ニコニコボックスのお金(特別会計)を使用する立場にな
った時は、会員一人ひとりの気持ちであり寄付でありますので、大
切に使わなければなりません。一昨年のクラブ創立 50 周年の時は、
先輩方が積み立てて下さった大変多額のお金を使わせて頂きまし
た。この先輩方の気持ちを我々も受け継ぎ、少しでも多くの積み立
てが出来ればと思います。また、この特別会計について会員の皆様
方からご意見などありましたら私、幹事まで言って頂きたいと思い
ます。

＜ニコニコボックス＞
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
本日のニコニコ委員会担当例会、田中武さん、田近毅さん、鴻野幸
泰さんスピーチよろしくお願いします。ノエミようこそいらっしゃ
いました。10 月 14 日の地区大会、伊賀上野へ一緒に行きましょう。
●田近 毅さん
ニコニコをたくさん出して溜まったお金を本会計に回して楽しい
イベントを行いましょう。本日は下手なスピーチになりますがよろ
しく。
●伊藤 松寿さん､内田 幸洋さん､田中 武さん､門前 庄次郎さん、
田中 晶洋さん、山下 直哉さん､田邊 淳さん、黒木 正人さん、
杉山 和宏さん､高桑 光範さん､大前 克秀さん
留学生のノエミの来日から 2 ヶ月目を迎えます。学校生活にも慣れ
ますます笑顔が素敵になって来ました。今日は第一例会でノエミの
来訪日です。彼女の成長をワクワクしながら迎えたいと思います。
●挾土 貞吉さん
今月 1 日家族でジイジを祝ってくれ元気がまた出ました。リハビリ
頑張ります。
●小森 丈一さん
久々に俳壇に掲載されましたので。
●斎藤 章さん
去る 9 月 17 日に長女の結婚式が無事終わりました。これで二女二
男が新しい家族を築けました。幸多かれと思います。
●折茂 謙一さん
運も実力のうちと言いますが、悪運こそ実力を測るバロメーターだ
と思います。禍を転じて福と成す力があるかどうか、聖書には私の
受けた 100 倍の利益を与えて下さいという祈りの言葉があります。
●井辺 一章さん
先日の妻の誕生日にはきれいな花を頂きありがとうございました。
去る 9 月 17 日に長女の結婚式が無事終わりました。これで二女二
男が新しい家族を築けました。幸多かれと思います。
●下屋 勝比古さん
約2 週間アメリカ・フロリダで生活して来ました。連日32℃から急に朝
４℃、時差と温度差でやられています。サラソラロータリークラブの大
会ブースに顔を出しで交流出来ました。
●榎坂 純一さん
9 月 16 日～18 日に、宮川朝市通路にて宮川ごごから市場を開催さ
せて頂きました。当日は台風が直撃しましたが、最終日には晴れて
多くの観光客で賑わいました。皆様にはポスターを貼って頂きあり
がとうございました。来年も｢下町に賑わいを｣を合言葉に頑張りま
す。
●伊藤 松寿さん､内田 幸洋さん､門前 庄次郎さん、住田 泰典さん､
萱垣 敬慈さん
9 月 28 日にホテルアソシア高山リゾートで行われたガバナー公式
訪問例会お疲れ様でした。今年度のライズリーＲＩ会長の提唱され
たテーマ｢Making a Difference 変化をもたらす｣を再認識できた
と思います。これを受けて 2630 地区 田山ガバナーの掲げられた
｢地域に変化をもたらす｣｢クラブに変化をもたらす｣｢人の人生に変
化をもたらす｣を、ロータリー活動を通じてより実践したいと思い
ます。
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