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第２０７７回例会報告
会長挨拶
2022～23 年度 小島正則会長
皆さん今晩は。本日 SAA 司会担当の東田さん、よろしくお願い致します。
今、白鳥の町中に白鳥神社の祭りの登り旗が立ち、案内ポスターが貼ってあります。ようやくコロナを少
し乗り越えて、以前に戻りつつあるように感じます。非常にうれしい事です。
先日、加賀中央ロータリークラブの永山会長から電話をいただきまして、交換卓話をどうするか相談があ
りました。先方は 10 月末にこちらに交換卓話で見えるのですが、非常に加賀はコロナ患者が多く、
「郡上は
どうですか」と言われましたが、
「それなりです」と言ったんですが、
「コロナを向こうから連れてきても申
し訳ないのでお互いに様子を見ながら決めましょう」という話をしました。
その数日後、志摩ロータリークラブの竹内さんから電話をいただきました、来月の伊勢海老祭りの事かと
思いましたが、ロータリーとは関係のない話でした。
話は変わりますが、7 月に会員の若尾君からすごくいい話を聞かせていただきました。それは、ライザッ
プダイエットダイアリー90days という本で痩せれますよというはなしです。早速 注文したら次の日に届き
ました。
この本は 90 日の間に本をよく読んで、
食べる物を制限し食べた物を日記に書き込むというものです。
これで若尾君は 1 ヶ月で 7 キロ痩せたそうです。半信半疑で読んでみました、日記は、未だつけてはいま
せんがそれでも私は３週間で 4 キロ痩せました。
皆さんももしよかったらどうでしょうか。
毎回 会長の時間の話は、
しょうもない内容で申し訳ありませんが、
これからもよろしくお願い致します。
会員卓話（ニコＢＯＸ委員会）
ニコＢＯＸ委員長 杉山賢君
皆さん今晩は。郡上長良川ロータリークラブですが、大変若者に活躍の場を設けていただきまして、先週
のフォーラムでは司会進行と発表、今週は司会と進行、来週は 3 分間スピーチと良い経験をさせて頂いてい
ます。しかし、重鎮の皆様の話も聞かないと、貴重な人生経験のもとに捻出さえてくるお話ですので、ニコ
ＢＯＸ委員会の 3 名に話していただきますので、よろしくお願い致します。
大村太郎君
ニコＢＯＸについて今まで投函はあまりしてきませんでしたので心苦しく思います。スマイルＢＯＸと言
いますが、笑顔で投函しいただきたいと思います。
昔から聞いていることは、会費はクラブの運営費で、奉仕のお金はニコＢＯＸから使いなさいと聞いてい
ます。私共のクラブは色々行事があり、中々運営費の中から難しいので、ニコＢＯＸのお金を使っています。
ロータリー入門によりますと、日本のロータリークラブは 1 年間は 1 人 1 万円くらいだと統計であります。
我がクラブはその倍くらい出していただいています。平均すると 2 万円くらい投函しています。その中で沢
山投函している人もあり、年間 70～80 万円くらいになります。
私が経験した中で何に使ったかというと、我がクラブは例会場を転々としていますので、移転費に使って

います。最初は郡上ガスの 2 階で発足しました。しかし郡上ガスさんから週 1 からの使用ではもったいない
という事で、白山交通ビルの 3 階に移転しました。その時に改装費や備品購入などで使いました。その例会
場の 2 階は飲み屋でしたので環境は良かったですが、ビル自体の経営の関係で、農協のガソリンスタンドの
横の建物に移転し、改装費備品等々で使いました。しかしガソリンスタンド拡大により建物を壊すことにな
り、この場所に移転しました。そうした緊急事態にニコＢＯＸを使わせて頂いていました。また記念事業に
かなり使いますので、その時に使います。
私が入った頃は毎回 10 枚くらいでしたが、
今は倍以上投函があります。
また発表する時間も掛かりますので、
会長の時間が短くなってしまっています。私は投函数が下から数えたくらい少ないですが、皆さんのおかげ
で事業が出来ます。ニコＢＯＸは貴重な財源ですので、皆さんの投函のお陰で成り立っている気がします。
野島征夫君
私は最近思うことがあります。コロナが始まって 3 年目になります。またロシアがウクライナに侵攻してお
り、状態は戦争のような状態になっておりまして、このことを我々国際ロータリーにおいても大いに関心を
持って、この方向はどうなるのかと、テレビで報道しておりますが、早く終息して欲しいと思っています。
ロシアがウクライナを侵攻しているさなかで、3 つあったと思います。世界の主導者、政治家が何もできな
かった。この戦争を止めることが出来なかった、これが第 1 点です。２つ目には日本は原子爆弾を受けまし
た、被爆国でありますが、核保有国と核を持っていない国がありますが、核を持った方がいいのではないか
と風評として言われ始めており、そういう国が出始めていますので、この先を見ると残念でなりません。3
つ目に国連という世界的に解決する大御所国連がなすすべなく何もしなかったことです。本当は治めなくて
はいけない立場だったのに、ロシアのウクライナ侵攻によってまざまざと見せつけられ、私たちの生活経済
に大きく影響しているのは間違いありません。燃料、物価の上昇など 30％くらい上がっているのではないか
と思います。
日本の事を思ってみても日本は危ない、なぜか、少子高齢化社会です。人類はどんどん減って、生産人口が
少ないという事は経済も低迷するのではないか。また地球が危ない、これは気候変動です。近年の集中豪雨
で、あちこちで水害被害が出ています。3 つ目に 40 年前に地下鉄から高速道路から色々作り、その更新時期
が来ています。そうなると都市も非常に大変です。地方が危ない、1 次産業の停滞です。農林水産業はさん
たんたる状況で、食べていけない。農業は衰退、市町山村が衰退する状況です。
一番危ないのは人の心です。このことを私たちは心して、あらゆる社会の変動に対応していく必要がある。
今言ったことを含めて世界的に大変容が起きている。私たちが今まで経験してこなかった変容の変わり目が
来ているのではないか。特にコロナというウイルスを含めて、世界が、日本がどうなっていくのか、指導者
すら判断が出来ない状況下の中でロータリーや、それぞれの関係団体がそれぞれの持ち場で発揮していい方
向へ向かうように努力する事が一番ベターであるのではないかと思います。
例会も 1 人 1 人が出席して、人の話を聞いて実行することが、この年になっても大事なことだと思ってなり
ません。例会は大事な事であります。私もこのような立場ではありますが、なるべく郡上にいる時は出席し
たいと思っています。
会員増強の事を言われていますが、私たちは増強のためにロータリーに入っている訳ではありません。
私は間違っていると思います。それは一つの手段であって、もっともっと大きな発想と目的を持って、上の
方は向かっていただくことがロータリーの更なる発展に繋がるような気がしてなりません。
心を磨いて、それぞれの家庭、
、それぞれの事業が円満、円滑にいくことが、異業種の集まりではないかと思
わせていただいております。杉山さんから基調な時間をいただきましてありがとうございました。
畑中知昭君
今日は教育関係の話をしたいと思います。全国的にもコロナ禍という事もあると思いますが、生徒の自殺
が相次いで起こっているみたいです。今週の月曜日も、学校経由でメールが来ましたが、岐阜県教育委員会
からの発信で、何とか地域で子供の安心・安全な居場所作り、そして子供の絆作りを進めてもらいたいとい
う文書が送られてきました。
また昨日は、それに続いて自殺の予防という事で、子供向けの文書と相談センターの文書も送られてきて、
県も国も真剣に取り組んでおり、それをまた地域にアピールして一生懸命対策をして見えるのだと思いまし
た。またこれについては、小学校、中学校、高校だけでなく、大学でもあるという話を聞きました。
それは 6 月の事ですが、うちの娘が国学院大学に行っており、それの全校の支部長会の案内が来ました。私
自身に来た案内文を見ると交通、ホテル代の全額補助、懇親会もあり、大学会議に出た事がないので、参加
しました。会議があり、その後にホテルに移って懇親会がありました。例のごとく、丸テーブルを囲んで楽
しく話していると、その会の副会長をしてみえる世田谷八幡神宮の宮司さんが同じテーブルで、少し話をさ
せて頂きましたが、最期に副会長簿宮司さんが挨拶に立たれました。普通そういった最後の挨拶は楽しい会
でした、これからもよろしく、といったような話かと思いましたら、冒頭の挨拶で神妙な顔で、
「この学校で

も悲しい事案が去年もあったし、中々報道されない事案があった。
」小、中、高校はクラスがあって友達がで
きやすいが、
大学は娘も今年になってから1週間に1時限学校へ行くだけで後は行かない生活を送っていて、
サークルも 1 年生の時にはあったが、コロナになってからなくなったし、友達も学校で出来ない、1 時限だ
けではしゃべる相手もいない。大学生こそ追いつめられる状況になるなと思って、考えなくてはいけないな
と衝撃を受けて、改めて考えるようになりました。我々会員としてもそうですし、家に子供がいなくても地
域で生きるおじさん、おばさんの立場においても、何かで子供と接点を持って、具体的に防ぐ方法はないか
もしれませんが、何かで代わりを持っていく事が大切だとこの頃感じています。来週は奉仕プロジェクト委
員会の担当ですので、皆さんで考えていただければと思います。県から来たリーフレットはＬＩＮＥで転送
しますので、読んでみて下さい。
ニコＢＯＸ
ニコＢＯＸ委員会 清水英志君
小島君 コロナワクチンの 4 回目の接種日の案内が来ましたが、その日は予定が入っており病院に連絡した
ら、10 月から始まるオミクロン対応ワクチンにしたら、と言われましたので、そうしました。なんか得した
気分のような？
松森君 暑い日でしたね。これで終わりにしてほしいものです。
大村君 日が短くなりました。
寺田澄男君 大阪の娘が、お掃除本舗よろしく水回り、押し入れなど掃除してくれ、助かりました。
藤代君 30 度以上の日が続いております。体調管理に気を付けましょう。
美谷添生君 先日、健康診断結果報告を受け、ちょっとショックでした。というのは貧血とビタミン不足と
の事。ビタミンＢ不足の為、ビタミン剤を飲むことにしました。効果を期待しております。
和田良一君 白菜の苗を植えたのに、暑さのせいで枯れてしまいました。またやり直しです。
山下君 ロータリークラブにおけるＳＡＡとは、以前林順一先生が、大変権威ある委員会であるとお聞きし
た。それは中世ヨーロッパにおける騎士の気風、道徳。SAA はその精神を引き継いでいる。
石徹白君 今年の 4 月より石徹白において、親子留学を始めています。岐阜市内の一親子、お母さんと 3 人
の子供たちが来ています。12 日の日曜日には小学校の運動会で、元気な姿を見せてくれました、嬉しい限り
です。
寺田正実君 昨日、心温まる光景を目にして感激しました。大和工業団地の南県道沿いで、通学帰りの高校
男子一人で、一生懸命ごみ拾いをしていました。自転車通学の生徒でした。
美谷添里恵子君 毎日暑い日が続いて、遅い夏バテになりそうです。お天気が続いて田んぼの収穫が出来て
良かったですね。
畑中君 毎日暑いぞー、秋はまだか。
東田君 来月の「えび祭」に興味があったので、ネットで調べて動画を観ました。とても賑やかで、行くの
が楽しみです。動画の最後の方で「志摩ロータリークラブ」の登り旗があり、ここでエビのカツラをつけて
踊るのだと納得。
佐藤君 稲刈りが済みました。
山口君 同文に慣れてしまうといけないですね。今日も暑かったです。残暑に気を付けましょう。
井俣君 白鳥に競輪選手がおります。私の家の隣の野崎つばさ君です。皆さん応援よろしくお願いします。
清水君 今週ニコＢＯＸ発表します。難しい漢字には読み仮名をよろしく。
杉山君 本日は無理を言って貴重な卓話をありがとうございます。人生は様々ですが、経験豊富な方の話は
大変勉強になります。多くの学びがあるロータリークラブに感謝です！
若尾君 子供達から「文化祭」や「運動会」の話が出るようになりました。いよいよ秋ですね。
鷲見君 稲刈り終わりました。天候不順のなか、無事に終わり、ホッとしています。しばらくは収穫祭が続
きそうです。
遠藤君 季節の変わり目で体調を崩す人が多いようです。今日は暑かったですね。
同文 羽土君、野島君、原君
次回行事予定
９月２８日
職場例会（(有)本州砕石）
１０月１２日
例会
１０月 ５日
例会（クラブフォーラム）
１０月１５，１６日
志摩 RC 交流会
出席報告
第 2076 回
第 2077 回

出席委員会 井俣愛美君
会員数
３２名
３２名

出席者数
２５名
２５名

欠席者数
６名
６名

補正者数

出席率
80.65％
80.65％

出席免除
１名
１名

