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＜会長の時間＞

＜幹事報告＞

10 月29 日に飛騨地区インターアク
トクラブ合同研修会が行われました。
講師の先生がイギリス出身の先生で
したので、英語で講演をされました。
英語の講演を受けるという経験が少
ないので、学生さんにはかなり強烈なインパクトがあったと思いま
す。飛騨高山高校がホスト校でありましたのでインターアクト部顧
問の荒川先生はじめ部員の皆様 準備や運営に多大なご尽力をさ
れたと思います。お疲れ様でした。後ほど研修会の報告をお願いし
ます。
今日は混合ダブルスの話をしたいと思います。近年スポーツに女
子が参加して来てきます。野球・サッカー・ラグビー等に進出して
います。体力等の差がありますので男子のチームに女子が混じって
プレーすることは少ないと思います。私どものように歳を重ねてく
ると体力差が少なくなってくると思います。ラグビーをしている友
人がある日若い男の子が混じったチームと対戦したそうです。小柄
な子だったそうです。しかしスクラムを組んだ時に分かったそうで
す。女の子だと。友人のチームは、おじいちゃんチームでしたので
タックルしてやろうとして、もとても足が速くて追いつけなかった
そうです。
2020 年の東京オリンピックでは卓球混合ダブルスが正式種目と
なります。IOC は女性のスポーツへの進出を支援し、男女の参加比
率を同等にすることを目標に掲げ、そのための対策として混合種目
の採用を推奨したため、今回は各競技団体が男女混合種目を中心に
提案したそうです。女性のオリンピック参加は全体の約 48％に向
上するそうです。
卓球・テニス・バトミントンに混合ダブルスがあります。これら
はパワーとともに高度な技術も要求されるので、混合ダブルスが成
り立つと思います。混合ダブルスでは男子が女子をうまくフォロー
する形になると思います。もともとダブルスは対戦相手とパートナ
ーのことを考えて行います。卓球ではパートナーのその日の調子や
得意技を考えながらプレーします。パートナーを生かすために、考
えながらプレーします。混合ダブルスでは男女の体力差もあります
ので、よくよくパートナーのことを考えてプレーします。シングル
とは全く別の世界での卓球となります。
ロータリークラブでの女性会員の入会の件ですが、
理事会で既に
ご承認をいただいており、希望者がいれば歓迎という状態になって
います。女性の入会でロータリークラブも質的に何か違った世界に
なる可能性があります。すぐに、どうのこうのとはなりませんが長
い目で見ていただいてどうぞ女性入会につきましてもご協力をお
願いします。

◎高山市スポーツ少年団より
・平成 29 年度高山市スポーツ少年団大会ご臨席のお願い
日時
12 月 3 日(日) 10：30～
会場
飛騨高山ビックアリーナ
◎ガバナーより
・第６回日台ロータリー親善会議のご案内
日時
2018 年 3 月 1 日(日) 14：00～
会場
漢来大飯店９階国際ホール
◎高山市青少年市民会議より
・｢第 34 回家族スナップ写真展｣｢第 26 回家庭の日図画展｣
開催にかかる出役について（依頼）
日時
12 月 7 日(木)から 12 月 10 日(日)まで
場所
高山市民文化会館 2－3、2－5 会議室、2－6 展示室
＜例会変更＞
高
山 ………
12 月 21 日（木）は、忘年例会のため
18：30～ 角正 に 変更
12 月 28 日（木）は、定款により 休会
高山中央 ………
12 月 18 日（月）は、忘年例会のため
18：30～ ひだホテルプラザ に 変更
12 月 25 日（月）は、定款により 休会
＜受贈誌＞
高山中央ＲＣ（会報）
、 台北市松年福祉會(玉蘭荘だより) 、社
団法人高山市文化協会（広報高山の文化）
、東日観光(株)（2018
トロント国際大会参加旅行パンフレット）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

33 名

4名

37 名

40 名

92.50％

本日

33 名

－

33 名

40 名

82.500％

＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日
田中 晶洋
１１． ６
住田 泰典
１１．１９
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◎夫人誕生日
小森 丈一
折茂 謙一
岡田 贊三
田近
毅
伊藤 松寿
阪下 六代
鴻野 幸泰
大前 克秀
◎結婚記念日
平
義孝
小森 丈一
田中
武
田中 正躬
米澤 久二
垣内 秀文
下屋勝比古
向井 公規
榎坂 純一
松川 英明
萱垣 敬慈
◎出席表彰

映子
佑子
芳子
薫
早苗
惠子
尚美
久美子

さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん

１１．１７
１１． ３
１１． ６
１１． １
１１．２０
１１．１４
１１．２８
１１． ８

Ｓ３５．１１． ３
Ｓ３９．１１．１１
Ｓ４５．１１．１８
Ｓ４５．１１．２９
Ｓ５７．１１．２０
Ｓ６０．１１． ４
Ｈ ３．１１． ４
Ｈ１７．１１． ６
Ｈ２３．１１．１３
Ｈ 元．１１．１８
Ｈ１０．１１．１１

ＩＡ委員会

田中 武
１３年
田近 毅

２９年（当日欠席）

◎在籍周年記念表彰
ナシ
◎３ヶ月表彰
・伊藤 松寿 ・井辺 一章
・杉山 和宏
・住田 泰典
・田中 正躬
・米澤 久二

受入学生月例報告

・黒木 正人 ・下屋勝比古
・田近
毅 ・田中
武

Schenck

Noemi

二週間前、他の留学生と岐阜で会いました。日本語の実習をして
もらい、午後からカラオケをしました。とても楽しかったです。
一週間前、二人の留学生が高山に来ました。城山、古い町並みと
斐太高校を見に行きました。
ホストおじいさん、おばあさんと近所の人達と犬山に行きました。
犬山城とリトルワールドに行きました。とても楽しかったです。小
糸焼きでは皿に絵付けをしました。その皿が家に届きました。とて
も感動しました。
皆さん、ありがとうございました。

Beatrice

皆さんこんにちは。よろしくお
願いします。
先月に色々な事をしました。
斐太高校の友達と昼ご飯と夕ご
飯を食べに行きました。それは
イタリア料理とお寿司を食べま
した。とても楽しかったとおい
しかったです。プリクラを撮り
ました。スターバックスに行き
ました。プライズゲームをしてお菓子を取りました。大変楽しかっ
たです。
10 月 15 日におじいさんと荘川の連獅子舞を見に行きました。天
気は良くなかったです。でも旅行は大変良かったです。獅子舞の後
温泉に入りました。そしてそばを食べました。それから家に帰りま
した。
三重県のロータリーの学生と会う事がありました。私達は一緒に
沢山話し合いをしました。
三週間半前、学校の遠足がありました。金沢に行きました。午前
中は友達と美術館とお寺に行き、メロンパンを食べました。おいし
かったです。午後はみんなで金沢の大学を見学しました。
初めて学校で料理をしました。私は味噌汁を作りました。

第 32 回飛騨地区合同研修会報告

飛騨高山高校ＩＡＣ部長
東田 奈々さん
みなさん、こんにちは。本日はお招きいただきありがとうござい
ます。
先月の２９日に、本校がホスト校として、第３２回飛騨地区合同
研修会を無事執り行うことができました。ロータリークラブの方々
には、会長さんはじめ、幹事さん、インターアクト委員会の方々に
は、お忙しい中、準備、会の運営、片付けと色々とお世話になりま
した。ありがとうございました。
今回の合同研修会では横浜国立大学で英語を教えていらっしゃ
るジュリアン・カリフォード先生のお話を聞きました。講演はほと
んど英語という今までにない形で内容がわかるか不安がありまし
た。しかしながら、簡単な英語と少しの日本語で話してくださって
英語が苦手な私でも楽しく聞くことができました。普段学ぶことな
いブリストルという街や大都会ロンドンの歴史や地理をたくさん
学ぶことができ、イギリスにますます興味がわきました。将来、で
きるならば実際にイギリスを旅行して、自分の目で講演中に見せて
いただいた写真の場所に行ってみたいと思います。インターアクト
部に入部していなければこのような機会を得ることはなかったと
思います。私は３年生なので卒業ですが、大学生になったらロータ
ーアクトクラブでも活動したいと思います。できることならば将来
は皆さんのように社会に役に立つ人になってロータリークラブで
活動できれば最高だと思います。ありがとうございました。

飛騨高山高校ＩＡＣ顧問
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荒川 一弘 先生
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第 32 回飛騨地区合同研修会報告
10月29日（日）13：00～16：00 於：ひだしんさるぼぼ倶楽部サロン棟
歓迎の挨拶：高山西ＲＣ 米澤 久二 会長、
飛騨高山高校 滝村一彦 校長
東田 奈々 ＩＡＣ部長
講評 地区青少年奉仕部門インターアクト部門 榊原 成人委員長
講演者 Ｊｕｌｌｉａｎ Ｒｉｃｈａｒｄ ＣＵＬＬＩＦＯＲＤさん
（横浜国立大学 講師）
講演タイトル 「Britain: A Brief Tour Around the Present and
The Past」～英国：その過去と現在を巡る旅
講演概要
講師の Julian Culliford さんの故郷であるイングランド・ブリ
ストルから首都ロンドンまで５つの街を旅し、過去の歴史から現代
の諸問題を取り上げるという講演内容であった。ほぼ英語での講演
であったが、ゆっくりとわかりやすい英語での説明であったので、
難しい事項以外での通訳は必要なく、高校１年生でも内容が理解で
きた。はじめての英語での研修会であったが、皆さんに熱心に聞い
ていただき、インターアクターだけでなくロータリアンからも英語
で質問があり、国際的な研修会であった。以下の地図が紹介された
街である。

[5] Who built the Clifton Suspension Bridge?
A) Telford
B) Brunel
C) Tange
[6] Which other ship did he build?
A)SS Great Britain B) RMS Titantic
[7] Banksy is a _________________?
A)Graffiti artist
B) Football player

C) HMS Bounty

C) Pop star

[8] Which people is Bath most closely associated with?
A)The Saxons
B) The Romans
C) The Vikings
[9] Why do the swans in the picture ring a bell?
A) To warn that an earthquake will take place
B) To show that the swans are ready to perform Swan Lake
C)To ask for food
[10] Where did Kate and William marry?
A)WestminsterAbbey B) Glastonbury Tor C) Bath Abbey
[11] Which world-famous item is housed in the British
Museum?
A)The Rosetta Stone B) Stonehenge C) The Stone Roses
[12] Why is it famous?
A) It contains passages from the Bible
B) It helped the understanding of Egyptian writing
C) It fixed the moral laws we should obey
[13] Fill in the blank. “____________________ the Great”
A)Cristiano
B) Julius
C) Alexander
[14] Which exotic bird CANNOT be seen in London’s
parks?
A)Pelicans B) Emus
C) Parakeets
[15] Which animal loves to drink milk in people’s gardens?
A)Hedgehog
B) Squirrel
C) Robin

講演内容に関するクイズ
[1] Britain is made up of England, Scotland, Northern
Ireland and ___________.
A) Normandy
B) Wales
C) London
[2] Bristol is in the ______________ of England.
A) North
B) West
C) East
[3] What was the name of the slave mentioned?
A) Kunta Kinte
B)Solomon Northup C) Scipio Africanus
[4] Which city does NOT have a statue of Edmund Burke?
A)Bristol
B) Philadelphia
C) Washington D.C.

ロータリー：変化をもたらす

例会報告

＜ニコニコボックス＞
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
飛騨高山高校ＩＡＣ顧問荒川先生、部長の東田さん、ようこそお越
し下さいました。地区合同研修会の報告よろしくお願いします。交
換学生のノエミ、今日のスピーチ原稿見た所ひらがなと漢字でし
た。先月はローマ字でしたので驚くべき進歩ですね。よろしくお願
いします。
●田中 晶洋さん、門前 庄次郎さん
インターアクト飛騨地区合同研修会の報告で飛騨高山高校の荒川
一弘先生とインターアクト部部長の東田奈々さんにお越しいだき
スピーチをしていただきます。よろしくお願い致します。
●塚本 直人さん
飛騨高山高校の荒川先生、東田さんのご来訪を歓迎いたします。10
月 29 日のインターアクト飛騨地区研修会ではお世話になりまし
た。とてもインターナショナルな会となり、インターアクト部の準
備はさぞかし大変だったと思いました。勉強になる良い会でした。
ありがとうございました。
●小森 丈一さん
・俳壇に掲載されましたので。
・この度は選挙管理委員を長く務
めたとの事で叙勲の栄に浴し、
大変光栄に思い恐縮していま
す。6 日には天皇陛下からの勲章
を県庁にて古田知事より頂き、
大変感激いたしました。来週 14
日には皇居 豊明殿にて陛下の拝謁を受けお言葉を賜るとの事
で、身の引き締まる思いです。これは偏に健康であった事と、選
挙に係わった多くの方々のご協力と、私の健康を気遣ってくれた
女房のお陰と感謝をしています。叙勲に際し、西クラブの方々か
ら電話や Line でのお祝いのメッセージやお言葉を頂き有難うご
ざいました。皆様方の友情に厚く御礼申し上げます。
●内田 幸洋さん､田中 武さん､大前 克秀さん
秋の叙勲 旭日単光章、元高山市選挙管理委員会委員長 小森丈一様、
受章誠におめでとうございます。我が西ロータリークラブにとって
も大変名誉な事で、小森様の情熱がここに花が咲かせたこと心より
お祝いする次第です。今後ともお身体を大切になさって、西ロータ
リークラブの私達をご指導下さい。

●伊藤 松寿さん､平 義孝さん､斎藤 章さん､門前 庄次郎さん、
堺 和信さん､遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん､下屋 勝比古さん､
大村 貴之さん､井上 正さん､田中 晶洋さん､住田 泰典さん､
田邊 淳さん、黒木 正人さん、榎坂 純一さん､高桑 光範さん
小森丈一さんが旭日単光章を叙勲なされましたこと、誠にめでたく
心よりお祝い申し上げます。平成 11 年 12 月に高山市選挙管理委員
にご就任され、1 期 4 年、さらに平成 15 年からは 3 期 12 年に渡り
選挙管理委員会委員長を務められました。適正な選挙執行や市民へ
の選挙啓発など、長年のご尽力を目の当たりにして参りました私ど
もにとりましても大きな喜びです。今後益々のご活躍をお祈り申し
上げます。
●挾土 貞吉さん
①小森丈一さん、この度の叙勲、誠におめでとうございます。
②7 日、高山市民文化会館で行われた｢岐阜県厚生事業関係者顕彰
式典｣において゛世の為人の為゛民間協力者団体としてご寄付さ
れ岐阜県監察所長感謝状を授与された株式会社紀文 向井公規さ
ん、飛騨信用組合 黒木正人さん、おめでとうございました。有
難うございました。箏市の高山保護区保護司会が担当した一大イ
ベントが無事終わり、長瀬達三さんと共にホッとしています。
③ノエミ、ニコニコの来訪、大歓迎です。
●伊藤 松寿さん､遠藤 隆浩さん､垣内 秀文さん、住田 泰典さん､
榎坂 純一さん
今日は 11 月の第一例会でノエミが会場に来ています。来日からも
うすぐ 3 ヶ月。これからもますますノエミの成長が楽しみです
●阪下 六代さん
11 月3 日開催の高山西ロータリークラブゴルフ倶楽部コンペで、ハンデ
ィに恵まれたとはいえ、何と優勝してしまいました。それまでの2 回は
いずれも最下位でした。何が起きたのでしょう。
●折茂 謙一さん
11 月 3 日、妻の誕生日に花束をありがとうございました。
●田中 武さん
先週お休みさせていただきました。11 月の結婚記念日のお祝いの
品を頂き大変ありがとうございました。
●田邊 淳さん
来る 11 月 22 日(水)、文化会館にて｢訪日ユダヤ人旅行者に対する
受入推進セミナー｣が中部運輸局主催で行われます。観光関係の
方々など異文化に対する知識向上に役立つと思います。興味のある
方はぜひご参加下さい。詳細はホワイトボードをご覧ください。
●萱垣 敬慈さん
皆様のお陰で娘が何不自由なく交換留学させて頂いております。本
当にありがとうございます。4 カ月目に入り 2 つ目のホストファミ
リーに引っ越ししましたが、おとといの水曜日に 1 軒目のホストフ
ァミリーが高山に遊びに来てくれました。十分におもてなし出来ま
せんでしたが、高山を気に入ってくれたようです。結婚記念のお祝
いの食事券でおいしいランチを頂いて来ました。二人きりの食事は
久しぶりでしたので、ゆっくり会話が出来ました。有難うございま
した。

秋の叙勲

旭日単光章
小森 丈一さん
おめでとうございます
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