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●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 鍋島 勝雄 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 中村 良平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  粟原 藤義 

                               

 

    地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「秋・奥山紅葉」   蜘手 康介 

＜会長の時間＞   

私事で例会を度々欠席しまし

て皆様に迷惑を掛けて申し訳有

りません。 
さて、今月15日より山に入る時は充分気をつけて下さい。狩猟

が解禁されます。近年狩猟人口は昭和５０年を筆頭に、高山市内で

８２０人位見えましたが現在は８０人位と大変少なく成っていま

す。これは銃の所持に関する規制と若者の銃離れが原因だと思われ

ます。最近、熊・猪の被害が頻発していますが駆除に参加要請が有

っても早急に対処出来なく成っています。 
銃砲には空気銃・散弾銃・ライフル銃と3種類あります。空気銃

は空気を圧縮して発射、散弾銃は小粒の鉛玉を散らして発射する場

合と1粒玉(実弾)を発射出来る機能を持っていますが玉に回転を加

えず、有効射程距離は１２０M～２００M と短いです。ライフル

銃は玉に回転を加え最大発射距離は４KM まで到着し有効射程距

離は５００M～８００M で私が見た時は下小鳥ダムの対岸から５

００M 位離れた場所の木の上に居た熊を見事に一撃で射止められ

ました。 
ライフル銃の実包には大きく２種類有ります。ソフトポイントと

コア・ロックです。ソフトポイントは先が固く獲物を打った時貫通

させます。コア・ロックは先が変形して獲物を打った時貫通し難く

キノコ状に成ります。戦争に使用されるのは、貫通させる事を目的

にソフトを狩猟用は貫通して他に危害を防ぐ事を目的にコアを主

として使用されています。 
何はともあれ銃は危険な物ですが、男のロマンを感じさせます。

一度体験されたら？ 
 

＜幹事報告＞ 

◎国際ロータリー日本事務局財

団室より 
・「ロータリーの２億ドルチャ

レンジ」貢献への表彰状 
  2009-2010年度 ポリオプラスへの2,000ドル以上の寄付をした 

クラブへの表彰状 

◎ガバナー・国際ロータリー日本事務局財団室より 
 ・認証に関する２０１１年１月よりの変更点について 

１．ポール・ハリス・フェローの認証品  
地区からクラブへの送付ではなく、日本事務局より直接 
各クラブへ送付 

   ２．ポール・ハリス・ソサエティー 
    日本事務局での受付・ピン送付を廃止、各地区にてデータ 

管理およびピン送付 
   ３．大口寄付者レベル 
    添付別表のとおり変更 
◎ガバナー・地区世界社会奉仕(WCS)委員長より 
・ＷＣＳ補助金申請・受付のご案内（第２次） 
  発展途上国への奉仕活動に対し補助金を配布しプロジェクトを 

後援します 
申請受付   第２次   １２月２４日(金) 

  交付決定   委員会にてプロジェクトの内容審査し、金額 
決定。２月末交付予定。 

◎高山市スポーツ少年団より 

 ・｢平成22年度高山市スポーツ少年団大会(助成金贈呈式)｣ご臨席の 
お願い 
日 時  １２月５日(日)   １０：３０より 

   場 所  飛騨高山ビックアリーナ 
◎岩田 勇さん より 

 ・お見舞い御礼ならびに退院ご報告 
＜例会変更＞ 

高   高   高  山 …… 11月25日(木)は、創立55周年記念例会のため､  
18：30～  高山観光ホテル に 変更 

12月23日(木)は、祝日(天皇誕生日) により休会 
12月30日(木)は、忘年例会のため､ 

27日(月) 角正 に変更 
高山中央 …… 12月20日(月)は、忘年例会のため、 

18：30～ 銀風 に 変更 
12月27日(月)は、定款第6条第1節により、休会 

 

 



例 会 報 告  

地域を育み大陸をつなぐ 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 34名 10名 45名 45名 97.78% 

本日 36名 － 36名 45名 80.00% 

 

＜本日のプログラム＞ 社会奉仕委員会 

社会奉仕副委員長   田近 毅 

本日のゲスト、國島市長のプ

ロフィールについて欠席の委

員長に代わってご紹介します。 

 昭和 25年 1月 15日西町生ま

れの現在 60 歳。南小から松倉中、斐太高、愛知大と進まれ、

昭和 48 年に高山市職員採用。企画畑を進まれ平成 22 年 3 月

副市長を退任、9月市長に就任されました。好きな言葉は｢す

べてに感謝｣、趣味は音楽・絵画鑑賞に低山トレッキングとの

事です。 

本日は今後の市政についてお話しいただきます。よろしく

お願いいたします。 

高山市長       國島 芳明 様 

先の高山市長選挙において、第１０代の高山市長に就任い

たしました。今後４年間の市政運営を担うことになりました

が、誠心誠意その職務に精励する覚悟でありますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。  

私は、市民の皆様とともに、新しい高山をつくりたいと考

えております。そのために、チャレンジ精神と強い信念で、

強力なリーダーシップを発揮しながら、言うべきこと、守る

べきこと、やるべきことを実行し、高山市の未来への道を広

げることを市民の皆さんにお約束いたしました。 私は、まず

景気回復への積極的な取り組みを行います。昨年の市内中小

企業の決算状況は、全企業の８割が赤字決算であるという現

実を、見逃すわけにはいきません。そのために就任直後の９

月議会では総額２０億円のプレミアム商品券の発行のための

予算や、景気対策としての公共事業の補正予算を組みました。 

根本的な政策としては、市内にお金を持ってくる三つの努

力をいたします。一つ目は、国・県からのお金を持ってくる

こと。二つ目は、よそでお金を持っている人に高山へ来てい

ただいて、お金を落としていただくこと。三つ目は、市内で

生産される、製品や産物をよそで売ってお金に換えて高山へ

持ってくること、であります。 このことにより、市内に集ま

るお金を増やします。そして、そのお金が循環し、需要と消

費を生みだす施策を実施します。  

具体的には、まず市民生活の環境整備や地元企業の発展た

め、必要な公共事業を積極的に実施します。その際、地元企

業への優先発注や入札制度、発注契約方法の改善などにより、

正当な事業費支出を併せて実施し、地元企業の育成に努めま

す。  

次に、市内に循環するお金を増やす方策として、先に申し

ました大型のプレミアム商品券の発行を実施いたします。ま

た、市内の消費拡大のためにも、市内業者からの物品等の購

入を、市役所や市職員が率先して行います。 

高山市は、一次、二次、三次産業が融合して「飛騨ブラン

ド」「高山ブランド」を打ち出せる、他にはない「まち」で

あるといえます。 農畜産品、木工製品、医薬品、精密機器製

造技術等などの他に誇れる「高山ブランド」の市場の拡大や

開拓に積極的に取り組み、国内・世界における産地として、

市内産業を活性化させます。  

また、高山で起業したいと思う若者をはじめ、様々な夢を

持つやる気のある市民のみなさんを支援する夢基金を短・中

期の間に創設して、企業の育成を支援します。 併せて、生産

と加工、流通、販売が一体となった、農商工連携による次世

代につながる農林畜産業を育成します。通年型の新たな観光

資源を発掘・創出するとともに、積極的な誘客を行い、その

観光消費が市内に広く還元されるような取り組みもいたしま

す。  

経済の活性化を図るには、経済活動での海外への進出と、

地域における農業の産業化の２点がキーポイントになると思



例 会 報 告  

地域を育み大陸をつなぐ 

います。そのためにも、飛騨地域は勿論のこと、隣県の松本、

富山、金沢などとも連携して面として対外戦略を立てていき

ます。  

特に外国人観光客の誘客活動については、世界の景気をけ

ん引しているアジアを中心として対応を進めます。海外から

の交流人口を増やすために、従来のグリーンツーリズムに加

え、エコ、クラフト、産業観光、ヘルスなど、各地域の特徴

を盛り込んだ観光ルートづくりを連携して行います。 消費効

果の高い大規模会議や展示会なども観光と一体化して取り組

みます。また、「木工製品」や「飛騨牛」の海外進出も積極

的に行います。 

農業では、飛騨牛、ホウレンソウ、トマトなどの全国ブラ

ンド産品に加え、生産者の顔が見える安全で安心な付加価値

の高い産地産品づくりに取り組みます。従来の家内工業的な

農業からの転換を図り、産業としての農業へ発展させます。

農林畜産業の産業化は、雇用の促進効果を生み、地域経済の

活性化に大きく貢献すると確信しています。  

高山市はこれまで、市職員を香港、パリなどに常駐派遣し

てその準備をしてきました。いまこそ、その成果を活かすと

きと考えます。彼らも大いにその実力を発揮すると思います。

高山の良さを再認識し、それを外に向けて発信し、更に新た

な良さを創造していきます。  

市民の皆さんの声にしっかりと耳を傾けながら、活力があ

り、住みやすく、自立した高山市を創ってまいりますのでご

理解とご協力をお願いいたします。  

 

＜ニコニコボックス＞ 

●鍋島 勝雄さん 

①國島 芳明市長、お忙しい中ご来訪頂きましてありがとうご 

ざいます。 

②会長を受けていて、私事で欠席が多くあり、会員の皆様に 

は迷惑をかけまして申し訳ありません。特に中村幹事、斎 

藤エレクト、折茂副会長ありがとうございました。 

●中村 良平さん 

①高山市長 國島 芳明 様、ようこそお越し下さいました。ご 

来訪大歓迎します。講演を楽しみにしています。 

②13年ぶりに車を換えました。諸事情によりランクを大幅ダ 

ウンしました。國島市長お願いします。市の活性化を、中 

村良平の活性化を…。 

●折茂 謙一さん 

國島 芳明 高山市長のご臨席を心より歓迎します。 

●田近 毅さん 

高山市長 國島 芳明 様のご来訪を歓迎申し上げます。卓話 

よろしくお願い申し上げます。 

●阪下 六代さん 

私の斐太高校同期生、國島 芳明 高山市長のご来会を歓迎申

し上げます。 

●寺田 昌平さん 

國島 芳明市長さん、スピーチ楽しみにしています。市長さん 

と同じ町内の住民として、今後高山市発展を大いに期待して 

います。本日はご苦労様です。少しですがニコニコへ。 

●中林 和夫さん、垂井 政機さん 

國島 芳明 市長のご来訪を歓迎いたします。新しい高山の創

出に期待しております。ガンバリすぎないようにガンバッテ

下さい。 

●山本 善一郎さん、伊藤 松寿さん、脇本 敏雄さん、斎藤 章 

さん、古橋 直彦さん、米澤 久二さん、田中 武さん、寺田 

一夫さん、堀川 和士さん、洞口 良一さん、鴻野 幸泰さん 

本日はお忙しい所、國島市長 西ロータリーへようこそおいで 

頂きました。会員皆お話楽しみにしています。 

●平 義孝さん 

・高山市長 國島 様、大変多忙のところご来訪歓迎いたしま 

 す。卓話を頂けるとの事、楽しみにしています。 

・先週、結婚記念のお祝いありがとうございました。 

●小森 丈一さん 

・先週、結婚記念のお祝いに電池の充電器機を頂きありがと 

うございました。 

・國島市長のご来訪を歓迎し、弁舌さわやかな卓話を楽しみ 

にしています。 

●内田 幸洋さん 

この度高山市下林町と下呂市西上田に販売センターをオープ

ンする事が出来ました。来春には下林センターで保育所も開

園の予定です。今後ともよろしくお願いします。 
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