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例会報告  
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 
 

●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  米澤 久二 

                              

     地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「月暈の浅間山」  蜘手 康介 

環境保全委員会 

＜会長の時間＞ 

今朝のテレビ番組“みのもんた朝ズ

バ”最後のプログラムで“感動スト

ーリー”と言うのを見ていました。

内容は、次の通りです。 
 『いつもの通り通勤電車に乗り車

内はほぼ満員の状態でした。途中の

駅に到着した時、金属製の松葉杖にて歩行も乏しい少年が乗ろう

としていました。一瞬他の乗客が通路を空けて座って居た女性が

席を立ち、手を差し伸べて抱えようとした瞬間、母親と思われる

女性が「何々ちゃん自分で歩いて行けるよね」と声をかけました。

回りは一瞬凍えた雰囲気と成りました。一歩ずつ歩いて席を譲っ

て頂いた人にお礼を言いながら席までたどり着き座った瞬間、誰

とは無しに拍手が出て、その場の雰囲気が安堵に変わりました。

母親は「障害は有るが自分で出来ることは自分で行なわせていま

す」と毅然とした態度で周囲の人にお礼を言いながら話をされま

した。自分が感じている身体の不自由は気の毒だと思っていた事

を反省させられると同時に心温まる一コマでした。』 
 これを見た瞬間、先日亡くなられた一木鉄男さんを思い出しま

した。彼にも障害を抱えたお嬢さんが居られます。 
青年会議所時代一緒に家族旅行に行く機会が有り、何と無く｢一

木さん大変ですね｣と言った瞬間、「鍋島君これも俺の使命よ。し

かしな、俺は一回も大変と思った事は無いよ。生きて生まれてく

れたことに感謝しているよ。君達も彼女を健常児と同じ様に付き

合って欲しい。一番辛いのは変な感情で付き合って欲しくない、

なるべく自分の事は自分でヤラセテ欲しい。」 
 この世の中、生きている全てに愛情をもって接する大事さを感

じさせられました。 
 

 ＜幹事報告＞ 

◎ガバナー・ガバナーエレクトより 
 ・国際ロータリー第2630地区2011年 

地区協議会開催のご通知 
日    時  4月17日(日)  登録受付・昼食10：30  

点鐘12：00 終了17：00 
会     場  四日市市文化会館 
出席義務者    会長ｴﾚｸﾄ、次期幹事、次期会計、次期広報情報 

委員長、次期拡大増強委員長、次期職業奉仕委 

員長、次期環境保全委員長、次期世界社会奉仕 
委員長または次期社会奉仕委員長または次期国 
際奉仕委員長、次期ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長、次期ﾛｰﾀｰｱｸ 
ﾄ委員長、次期青少年育成委員長、次期国際青少 
年交換委員長、次期米山奨学委員長、次期ﾛｰﾀﾘ  ー
財団委員長、 

◎ＲＩより 

・ロータリー・リーダー３月号 

◎ＲＩ日本事務局より 

・公益財団法人ロータリー日本財団  

４月１日より寄付金受け入れ開始のお知らせ  

＊確定申告用の寄付領収書は『公益財団法人ロータリー日本財団』 

への個人または法人からの寄付が対象（領収書は所属クラブへ） 

◇個人による寄付                   

    7月から12月までの寄付   → 翌年1月末発送 

    1月から 6月までの寄付     → 同年7月末発送 
（但し、初年度は2011年4月から6月までの寄付） 

◇法人による寄付   随時 
 
◎高山中央ＲＣより 
 ・服部芳樹パストガバナー卓話のご案内 

日 時  ３月２８日(月)   １２：３０～１３：３０ 
     場 所  ひだホテルプラザ３階例会場 
 

＜例会変更＞ 
高山中央 … 4月11日(月)は、定款第6条第1節により、休会 

 
 

＜退会挨拶＞ 

大垣共立銀行 高山支店長 

三浦 弘行 さん 

岡崎への転勤となり高山を離れる 

事となりました。２年弱と短い間ではありましたが大変お世話になり

ありがとうございました。 
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＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 37名 7名 44名 44名 100.00% 

本日 37名 － 37名 44名 84.09% 

 

＜本日のプログラム＞ 環境保全委員会 

環境保全委員長    洞口 良一 

本日は高山国道事務所長の鈴木学様

に卓話をお願い致しました。略歴をご

紹介します。 

東京ご出身、昭和４５年生まれの 41

歳。東京工業大学大学院 総合理工学研

究科 社会開発工学専攻 修了されてお

ります。経歴としましては、平成７年 

建設省近畿地方建設局 大阪国道工事事務所 管理第二課、平

成１３年 国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 調査

設計課長、平成１６年 国土交通省中国地方整備局 企画部企

画課長、平成１７年 国土交通省国土技術政策総合研究所 総

合技術政策研究センター 建設経済研究室 主任研究官、平成

２０年 国土交通省中部地方整備局 高山国道事務所長 現在

に至る。  

環境面から捉えれば、国道事務所はどちらかと言うと環境

破壊を伴う業務をしており申し訳ない、とのお断りの上、異

動の季節でもあるお忙しい時期に快くお引き受けいただき、

大変感謝しております。本日はよろしくお願い致します。 

 

高山国道事務所の取り組み

(要旨抜粋：文責 洞口委員長) 

 

国土交通省 中部地方整備局  

高山国道事務所長    

鈴木学 様 

 

・国道事務所の主な業務とし

て、主要道である 41 号、158

号、中部縦貫道の維持管理を

行っており、北は富山県境、 

南は金山、東は丹生川、西は白川村までが管理区域 

・中部縦貫道高山 I.C.付近の整備状況について 

・高山 I.C.完成に伴う通行車両の調査と、高山 I.C.からの 

アクセス道について市民アンケートの実施 

・環境面への取り組みとして、高山西 I.C.近くの造成池に生 

息する生物の実態調査と生育環境整備に関わる施策の検討 

・見量山トンネル付近の水路整備について、ホタルの生息す 

る水路として定着するよう三枝小学校と連携した施策の実 

施 

＜ニコニコボックス＞ 

●高山中央ＲＣ  永井 信次 様 

またお邪魔しました。よろしくお願いします。 

●鍋島 勝雄さん 

国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所長 鈴木学 様、 

お忙しい中ありがとうございます。本日はよろしくお願いし 

ます。また、大垣共立銀行三浦支店長 ご栄転おめでとうご 

ざいます。お別れするのは残念ですが、楽しかった事忘れず 

頑張って下さい。そして永井信次さんようこそ。 

●中村 良平さん 

高山国道事務所長 鈴木学 様、大垣共立銀行新支店長河尻浩

次様、および高山中央ＲＣの永井信次様、ようこそお越し下

さいました。鈴木所長、卓話よろしくお願いします。 

●洞口 良一さん、平 義孝さん 

高山国道事務所長 鈴木学 様、本日多忙のところご出席いた 

だきありがとうございます。卓話楽しみにしています。よろ 

しくお願いします。 

●新田 敬義さん 

高山国道事務所 鈴木所長様のご来訪を歓迎いたします。卓話

楽しみにしています。 

●蜘手 康介さん 

高山国道事務所長 鈴木 様、ようこそいらっしゃいました。

先日受注させていただいた工事、無事検査も合格し完了する

事が出来ました。ありがとうございました。また機会があり

ましたら頑張りたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願い致します。 

●斎藤 章さん、井辺 一章さん 

次年度委員会名簿を発表させていただきました。よろしくお

願い申し上げます。 

●三浦 弘行さん 

１年 11ヶ月の短い期間でしたが、中身の濃い時間を高山とい

う最高の地で過ごさせていただきました。会員の皆様には大

変感謝しています。次の赴任地の岡崎でも岡崎 RCのロータリ

アンとして、こちらで培った精神をベースに頑張ります。今

日は昼から引っ越しで大垣に戻りますので途中で退席しま

す。皆様お元気でお過ごし下さい。 
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●伊藤 松寿さん、中林 和夫さん、小田 博司さん 

三浦支店長のご栄転を祝し、また新任の河尻浩次支店長の高

山赴任を心より歓迎して。 

●小森 丈一さん 

先週 19 年皆出席の記念品をいただきありがとうございまし

た。健康に感謝。皆様に感謝。 

 

ソフトミニバレー大会報告 

３月１３日(日)ビッグアリーナにて、第５５回高山西ロー 

タリー杯争奪高山市ソフトミニバレーボール選手権大会が行 

われました。 

第５０回から４回連続出場していたわが西クラブチームは、

今回お休みです。 
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