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本 日 の 行 事   ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

2021－22年度       島崎秀樹会長      

幹事報告          山口里美幹事 

＊ガバナー事務所より 

・ロータリーの友事務所コロナ対策勤務の件 

・平和構築と紛争予防月間リソースの案内 

・地区大会中止のお知らせ 

・ロータリーの友 購読料改定のお知らせ 

・全国囲碁大会の案内  

・2024-25年度ガバナー候補推薦依頼 

・ウクライナへの人道支援金のご協力のお願

い 

・日台ロータリー親善会議福岡大会の案内 

＊地区事務所より 

・地区増強状況報告書 

・夏期派遣交換学生募集案内 

・教師部会の案内 

＊前ガバナー事務所より 地区記録誌 

＊米山奨学会よりハイライトよねやま 

＊美濃 RC より IM報告書と収支決算書 

＊各務原 RC より 第 3回会長幹事会の案内 

＊週報拝受 郡上八幡、美濃加茂、関中央

RC 

＊さくら道ネイチャーラン実行委員会より 

ネイチャーラン中止のお知らせ 

＊ガバナーエレクト事務所より 

 地区研修・協議会の案内  4月 16日（土） 

都ホテル・国際会議場 

＊郡上市青少年育成市民会議より 

 教育フォーラム資料拝受 
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第２０５５回例会報告 

会長挨拶                          2021～2022年度  島崎秀樹会長 

皆さん今晩は。 

1週間前とは全く様子が変わってしまいました。この場において、1週間前は楽しい時間を過ごしま

した。しばらくはあの時間とはおさらばです。 

政府は岐阜県を含め1都 13県が蔓延防止の要請を受けまして、明後日21日から蔓延防止措置が取ら

れます。岐阜県に至っては 18日の時点で、コロナ第 6派緊急事態宣言という形で各方面に文書が回り

ました。その中には1テーブル 4人以内で2時間以内の飲食、そして大規模な場所においては、今まで

はコロナパッケージがありましたが、今回は使いませんということで、21 日から夜 8 時には店が閉ま

るという条件が始まります。悲しいですが第6派を早く鎮めるには仕方がありません。3月中旬くらい

までは結構な人数になると思います。ここの所、郡上市でも一気に感染者が増えました。特に今は若年

層、10代や 10歳未満の人が掛かることが多くなりました。この調子でいきますと、結構な範囲で郡上

市も広がるのではないかと危惧されております。この会についても例会終了後に理事会がございます。

そこで来週以降の話を決めさせていただきまして、皆様方にご報告させていただきたいと思います。場

合によっては行事等も中止という事もあると思いますが、こういう状況だという事を理解していただき

たいと思います。 

この後は会員による新年の抱負がありますので、会長の時間を終わります。 

 

例会日：毎週水曜日 18：30～    例会場及び事務所：白鳥町農業指導研修センター2Ｆ   
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会員卓話（新年を迎えて）                          

大村太郎君  新年は垂井の南宮神社さんへ毎年詣りに行っております。3日に行ったのですが、すご

い人でびっくりしました。い南宮御祈祷してもらうのですが、今の仕事を始めてから 40何年間通って

いた為か、大勢の中で僕が代表で玉ぐしをさせていただきました。ありがたく今年は良い年だなと感じ

ております。仕事も昨年からコロナの中で調子がよく、今までにない売上を計上しました。利益還元と

いう事で、従業員に100万円ほど返しました。すると税務署が喜んで、税金を引いてくれました。従業

員に還元すると非常に良いことだと、また仕事も一生懸命してくれますし良かったと思います。 

コロナの中でどうしてなのか分かりませんが、息子が機械を 1 台増設したいという事で、1200 万円ほ

どの機械ですが、十六銀行の若尾さんに相談してみたいと思います。仕事はこれからも上向いていくだ

ろうと思っています。家庭に関しては、家内が痴ほう症が進み、陰が多いかと思いますが、定めだと思

っています。ロータリーに関しては頑張っていきますので、どうかよろしくお願いします。 

 

寺田澄男君  ここ 4，5年、抱負はこの歳ではないと言ってきましたが、今年はそれで過ごしていい

のかと思いました。以前会長の時に、松尾芭蕉について本を読みましたが、伊賀上野で地区大会があっ

た時に松尾芭蕉の記念館が近くにあったので、タクシーで一人で行ってきました。松尾芭蕉が好きで、

俳句も詠んでいます。ホトトギス派には受けが悪くて、一回通っただけで認めてもらえません。ロータ

リーの友を見ると結構 僕でも作れそうな句が載っていますので、一度投稿してみようと思っています。

奥の細道は高校生の時に選択で 1年目は漢文を取り2年に古典で奥の細道を習いました。その時にわび

さびを習いましたが、当時はわかりませんでしたが、この年になると少しずつ分かってきました。与謝

野蕪村が詠っていた「菜の花や 月は東に日は西に」重大なロマンがあるような俳句に触れまして、当

時、僕は北海道に行って牧童になる夢があり、思い出して笑っています。今年は 20年前に読んだ奥の

細道・謎不思議 上下巻がありますので、もう一度勉強してみようと思います。 

 

尾村忠雄君  僕は 60歳の時に仕事を辞めましたので、仕事の話もできませんし、寺田さんのような

感性もありません。昨年 12月 25日に大和のおがたまで、畑中君達のグループのライブがありました。

旭さんもお母さんと来ておりました。僕は二日町の方と二人で行きました。コロナ禍の中で、コンサー

トに行くと、沈んでばかりいられないなと感じてきました。畑中君たちはいいなあと思いながら、まだ

余韻が忘れられません。コロナ禍に力を付けてもらったお礼をしなければと思っております。 

72歳という事で体も順番に年寄りになってきていますので、2年前にスクワットを始めました。それ

以来続けております。友達がスクワットをしていて、１回に５０回ほどしているそうで、２０回から始

めたほうがいいと言われ、今でも 20回しております。なぜそういう事をし始めたかと言いますと、年

末に自分の家の仏様を参る時に正座が出来なくなり、座ってもおしりと足の間が空いてしまって、直さ

なくてはと思って始めました。時は力なりと言いますが、何とか座れるようになりました。皆さんも若

いと思っていても年は取りますので、運動をしていけば少しでも足腰が衰えないと思います。 

 

藤代昇君 私は 10 年ほど前に胃ガンの手術をして、3 年半ほど前に胆のうガンの手術をしました。先

日、胆のうガンの定期検査で中部国際医療センターで、本来なら 11月の検査でしたが、せっかくなの

で新しい病院でやってほしいと頼みました。本当に素晴らしい病院です。今までは駐車場が狭かったの

ですが、とても広く建物も立派でした。検査結果は先生からは全然大丈夫だと言われました。半年に一

度行っていますが、あと 2 年ほど行けば多分会い丈夫だと言ってくれると思います。胃ガンの方も 10

年経っているので大丈夫ですが、定期的に見てもらおうと思っています。会社は来年で創業 50年にな

ります。よく 50年間も同じ仕事をしたと思っています。長かったのか短かったのか分かりませんが、

もういいのではと思っています。今年は家内と旅行を沢山して、コロナが収まり次第行きたいと思いま

す。今は会長をしていますが、残りの余生を大いに楽しんでいきたいと思っています。 

 

美谷添生君 昨年は不動産を習得するような年でありました。昨年習得した古民家で、嫁さんが飲食店

をやりたいというようなことで、羽土君に協力いただいて改装中であります。何とかＧＷまでに準備が



出来ないかと頑張っておりますが、寒すぎて中々はかどりません。家の向かいにあり、川向こうで恩地

になりますが、夏は良かったですが、冬の対策はどうしようかと思案中です。藤代君があと 10年と言

っていましたが、あと10年というと私も80何歳になってしまいます。今更こういうことに取り組むに

はいかがなものかと思いますが、そういうことが元気でいられるひとつの手かなと思いながら、今年は

運勢を見ますと運のよい年だと出ておりましたので、勢いで今年1年乗り切っていきたいと思っていま

す。皆さんにご協力いただくことがあるかもしれませんがその時はよろしくお願いします。 

 

和田良一君 特に抱負というものはありませんが、小さい入れ歯を先月に岩谷君に入れてもらいました。

とても調子がよく、昨日の昼に歯を磨いて、夜にないことに気づき、今朝6時半に行って探しましたが

見つかりませんでした。10 万円かかりましたが、新年早々ろくなことはありません。いま気を付けて

いることは猫背になってきているので、ぶら下がり機を購入して毎日ぶら下がっています。少し姿勢が

良くならないかと思っています。よい姿勢でぶら下がるととても辛くて中々出来ませんが頑張っていま

す。ＤＨＡがボケ防止に良いという錠剤を朝晩のんで、クルミもボケ防止に食べています。食べること

は続けられます。あとはゴルフのスコアを100切りしたいと思います。仕事は会長 

 

羽土洋司君 最近思う事を話したいと思います。歳の話が結構出ましたが、私も高齢者ですので、日に

ちが経つのが早いと最近思っていましたが、今年になってから遅く感じますので、後期高齢者に近づい

てきたのかもしれません。最近思うのは自然の驚異で、先日トンガで海底火山の爆発で津波注意報が出

るほどで、自然のすごさを思ったり、また阪神淡路大地震から 27年たちました。神戸の人たちが竹の

中にろうそくを立てて黙とうしている姿を、僕はロータリーに入って3年目くらい、地震が起きてから

16 年目だと思いますが、神戸の国際会議場だと思いますが、震災のシンポジウムがありました。興味

があり行ってみました。昼から夕方までいて、終わった後に神戸の市役所の南側の公園に行ってみて、

黙とうを捧げたり、商売柄、地震に強い家をこれから作りたいというメモを書いてきました。長田区が

一番ひどい災害場所に鉄人 28号のモニュメントがあって見に行ってきました。例会の時に写真を出し

て週報にも載せてもらった記憶があります。その年が東日本震災の年でもありました。家の下敷きにな

って亡くなるような家を作るのは情けないので、うちとしましては耐震に等級がありますが、最上級の

3にして、構造設計をした耐震性の高い家を作っています。これからも喜んでもらえる仕事が出来たら

と最近改めて思いました。 

 

野島征夫君 今年は生さんとは逆で運勢は真っ黒です。また健康では膝にガタが来て、朝晩歩くように

したら少し楽になりました。健康の秘訣は歩くことです。人間の寿命は昔は両親は働きぬいて 70～75

歳が人の寿命かなと思いますが、今は衣食住が満たされていますので、薬もあって、健康に気を付けて

いるので、長生きができます。 良いことと言えば立場で就任以来、郡上市の道路問題に真剣に取り組

んでいます、明宝トンネルが昨年完成し喜んでいただきました。また大和バイパスも完成しました。有

坂の自然公園の道は江戸時代からの道路で、2回ほど落ちた事がありますが、来年 5月に完成と聞いて

おります。郡上は国道と県道の 2 本しかありませんので、非常に利便性があります。12 月に良い話が

あり、那比の 256号線ですが、高砂温泉からトンネルの橋と道路ですが、調査費が 3千万円つきまして、

ようやく着工します。20 億かかると聞いておりますが、板取から郡上へ来るのに非常に便利です。ト

ラックも大型バスも通れませんでしたが、見通りが出てきました。一つ大きな懸案が濃飛横断自動車道

路です。市長さんと国へ要望をだしに行きますが、この懸案がまとまれば郡上にとってよい年になるの

ではないかと思います。 

｛以降、投稿での発表｝ 

小島正則君 悲しい出来事が他国で起きています。何が有るか分からない時代で、先ずは健康に注意し

常に奉仕の心を持って何事にも取り組んで行く年にしたいと思っています。 

 

岩谷典生君 一昨年のお盆明けに突然下血して、病院を受診したら直腸ガンが発見されました。その時

はすごいショックでしたが、皆さんに励まされて、抗がん剤治療、手術、抗がん剤治療等々をして、昨

年末で 72歳のおじいさんになり、現在に来ています。明治、大正時代の平均寿命は 45歳位でしたが、



延び続けて2015年に 83.7歳と日本は正解一の長寿国になりました。ガンは遺伝子の異常が引き起こす

病気で、今では2人に 1人が発症しています。それまでは死について何も考えず、当然のように毎日を

送っていましたが、人は１００％死にます。これからはすべてを天命として、無理をせず、頑張らず、

自分らしく、自然体で過ごしていきたいです。 

 

山下 誠君 若嫁に頼まれた美味しい野菜を作る！ ジープで北海道一周！（若い時からの夢) 

 

石徹白秀也君 現状維持を目指します。 

 

原義明君 健康が一番と考え、ウォーキングを始め、体に良いと思う事を色々実行したいと思います。 

 

美谷添里恵子君 新年の抱負を発表しないまま、早や３月も半ばを過ぎようとしています。 

コロナ感染もなかなか終息せず、日常はなかなか取り戻せていません。 

今年新しい年を迎えるにあたって考えることは、二年前に前期高齢者の仲間入りをしたと思ったらす

ぐ高齢者真っ只中、３回目のワクチンも滞りなく接種がすみました。 

人生百年時代を健やかに生き抜くには、何といっても健康第一、できるだけ長く、自分のことは自分で

できる体力を維持することです。ということで私の目下の健康法は、スイミングです。平成 29年 9月

から水泳の個人レッスンを受けています。かれこれ4年半になります。レッスンは月に1回だけですが、

その他の練習は月 2回ぐらい八幡のプールへ泳ぎに通っています。クロールから始め平泳ぎ、背泳ぎ、

そして最近はバタフライにも挑戦しています。 

私の目標は「楽に長く美しく」泳ぐことです。最近ようやく 200メートルをなんとか続けて泳げるよう

になりました。 

前回コーチに「りえ子さん、履歴書に書くなら、水泳は趣味から特技に昇格ですよ。」と言われました。

褒め上手なコーチのお陰で何とか続けて頑張っています。 

そして今年の7月9日には「オープンウォータースイミング」の大会の参加を誘っていただいています。

海で 500メートル～2キロメートルの遠泳の大会です。500メートルを休みながら泳ぎ切る、途中リタ

イヤ覚悟で挑戦してみようかと思っています。 

大暴れのコロナが去って、日常が戻ってきたら、きっと日々の小さな幸せをかみしめられると今はじ

っと耐えています。 

 

畑中知昭君 以前より 具体的な目標を定めないように意識をしていますが、このようになっていきた

い思いは持つようにしています。 

 戦国時代の軍師 黒田官兵衛は後に黒田如水と名乗ったそうです 

まさに「水の如し」 

 自然の摂理のままゆだねていくのが水なり 

 どのようにでも形を変えていくのが水なり 

この水のようにありたいものです  

もしも庵を設けることがあるとすれば、如水庵と名づけることとしましょうか 

 

松森正和君 仕事面では、４月より裁判所の調停委員となるため、より多くのことを勉強しなければな

らないと思っています。昨年暮れの裁判所での面接や本年も研修等があり、軽く受けてしまったのです

が、思ったより大変そうです。また、色々なことが重なって仕事上の整理がつかないような感じなので、

なんとか落ち着かせたいと思っています。個人的には、数年前に奨学生の呉くんと石徹白の山に登って

から全くどこにも行っていないので、山登りが再開できればよいです。年齢も 50代に入り公私ともに

忙しくなりそうですが、何事も前向きに取り組んでいきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いし

ます。 

 

 



佐藤備子君 ロータリークラブに入会して６年目になります。幹事、更には会長の役が回ってくるとは、

思ってもおらずに、想定外の事でなかなか引き受けることができませんでしたが、今回意を決して、来々

期の幹事をお受けしましたので、今からそのつもりで、例会や行事にも参加していきたいと思います。

会社の繁忙期もありいっぱいいっぱいになるときもあるかもしれませんが、その時はどうか助けてくだ

さい。来々期松森会長はじめ皆さんに迷惑をかけんように尽力して行きたいと思います。 

今年、元売りの丸紅エネルギー社長の新年あいさつが zoomでありましたが「莫妄想」まくもうそう

（もうそうするなかれ）という訓示が有りました。打算妄想などに振り回されずに今なすべきことをな

しなさいという意味の禅語で、私なりに自分に当てはめて、幹事が上手くできるかできないか、あれこ

れ悩まずに、目の前のやらなければならない事をこなしていく、心構えでやっていこうと思いますので

どうかよろしくお願いします。 

 もう一つ、今はなかなか出来ないでいますが、縫物は一生の仕事にしたいと思っていて、一生一貫・

良妻賢母というのが、私の和裁の先生の教えですので、昨年新年の抱負で、押し入れに眠っている浴衣

を一枚仕上げたいと宣言して、何とか仕上げることができました。これはコロナ渦で残念ながらまだ袖

を通しておりませんが、今年はこれを着られたらいいなという事と、妹の子 姪っ子が 7歳でして、七

五三の着物を 11月までに仕立てたいと思っています。1年に 1枚は何か縫ってつなげていきたいと思

います。 

 

旭 美香君 現在、ロシア軍のウクライナへの攻撃により、大変な惨事がおこっております。幼いお子

さんも、病気の方も、老若男女問わず、ウクライナの方々が、この攻撃の被害にあわれております。改

めて戦争の恐ろしさを実感します。１日も早い世界平和を願います。 

 

麦島洋介君 新型コロナウイルス蔓延により、新たな生活様式に新たな概念や価値観をもってアフター

コロナに向けて取り組まなければならないと強く感じています。田舎ならではの良さを再認識し、観光

業を通して多くの方に体験していただく事で住み続けることが出来る地域であってほしいと感じてい

ます。 

まずは健康第一で皆様方と成長していきたいと願っています。 

 

清水英志君 今年も健康に気を付けて、1年間輝きたいです。 

 

三島一貴君 コロナウイルスが落ち着くことが前提ですが、今までの自粛慣れで外出することが億劫に

なっていますが、徐々に戻していき、例会に出席するようにします。 

 

和田智博君 50 歳を過ぎた頃から体に変化が見られ、大腸にポリープが出来たり、肩が何ヶ月も痛か

ったり、持久力が下がったりと、今まで通りの生活だとダメだと感じることが多くなってきました。で

すので、時間を作って運動したり、食生活も考えて取る、このことを年間通して続けるという事を新年

の抱負とさせていただきます。 

 

籏 哲朗君 ようやく 21日でまん延防止が解除されるようなので、今年は思いっきり仕事を頑張りた

いです。 

 

遠藤正史君 退職後、英語の勉強を再開しました。インバウンド復活時に海外からのお客様を案内する

ことが出来れば地域のお役に立て自分も大いに楽しめると思っています。これに加えて、歴史、地理も

勉強し全国通訳案内士試験に合格したいと夢見ています(出来れば年金生活の前までには)。また、ロー

タリークラブには積極的に参加し、学び親睦を深めたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 

杉山賢君 コロナが去った後には何が残るのか、どんな時代がやってくるのでしょうか。コロナ禍は、

先が見えないから不安になり、憂鬱な気持ちにもなりますが、そもそも人生とは、先が見えないから、



何が起こるかわからないから興味深く面白いのではないでしょうか。結果がわかっている人生ならだれ

も努力しないし、生きていても楽しくもなんともないと思います。 

こんな時代だからこそ、未来には幸せを感じられることが沢山あり、たとえ嫌なことが起きても決して

不幸などとは考えないで、必ず幸せが待っているという前向きな思考を大切にしたいです。 

 

若尾隆司君 昨年の人間ドッグの結果を受け、ライザップの本を購入し、減量を開始。2ヶ月で 8㎏減

量することが出来ました。体質を改善するには今がラストチャンスとの思いで、覚悟をもって挑んでい

ます。仕事面では間もなく白鳥支店着任1年になります。地域のお役に立てるよう、これまで以上に前

向きに取り組んでいきたいと思います。 

 

ニコＢＯＸ                          ニコＢＯＸ委員会 寺田正実君 

島崎君 ついにまん防が発令されます。皆さん、気を付けましょう。 

山口君 皆様の抱負楽しみです。 

寺田澄男君 孫娘と孫犬のラブラドールが仲良しでよく遊んでくれ嬉しいです。明日は大寒、健康第一。 

山下君 新年の抱負楽しみです。今朝は今期一番の冷え込みでした。先代達が相撲を喜んでみていまし

たが、ようやく理解しています。好きな志摩の海が今日から休場しました。残念です。 

野島君 今日は特別冷え込みが厳しい。コロナも大変ですが、風邪をひかないよう気を付けましょう。 

畑中君 今日夕方、ついにセブンイレブンジャパンが会社に来ました。今夜、除雪に行きます。 

井俣君 コロナが増えておりますが、早くおさまりますよう祈ります。 

和田良一君 昨日入れ歯をなくしました。新年早々ショックです。おまけに夜遊びが出来なくなります。

二重のショックです。 

寺田正実君 大変冷えますね。皆さん、体調整えて元気に頑張りましょう。 

同文 原君、和田智博君 

美谷添里恵子君 第6波に打ち勝ちましょう。 

同文 羽土君、若尾君 

佐藤君 孫が3ヶ月になり、よく笑うようになりました。 

美谷添生君 寒い日が続いております。体調に気を付け、元気にガンバロー。 

藤代君 コロナが白鳥にも出ています。気を付けましょう。 

杉山君 今週はコロナ関連の急な欠勤もあり、5～6人の職員がほぼ毎日不在でスクランブルです。こ

れ以上の感染拡大がないことを願うばかりです。 

三島勲様 先日は会長幹事さんがわざわざ花束をお持ちくださり、誠にありがとうございました。感謝

申し上げます。ロータリーへ行けなくなり残念です。 

 

次回行事予定 

 ３月２６日  ＰＥＴＳ（都ホテル岐阜長良川）  ４月 ６日 例会（１年間の反省） 

３月３０日  ＰＥＴＳ報告・次期活動発表    ４月１３日 例会（１年間の反省） 

  

出席報告                              出席委員会 尾村忠雄君                   

 

 会員数 出席者数 欠席者数 補正者数 出席率 出席免除 

第 2054回 ３１名 ２８名 ２名  93.33％ １名 

第 2055回 ３１名     １名    


