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高山西ロータリークラブ 

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  

「五月上旬の牧歌の里」 蜘手 康介 

お祝い・インターアクト委員会 

＜会長の時間＞ 

今月は我社に摂って非常に

大切な季節です。節分から数え

て八十八日、新茶の茶摘みが始

まりましたが、今季は寒い時季

が多くハラハラドキドキ。本来

なら５月２日が八十八日でしたが製品が入って来ず５日にずれ込

み、私も本日の午前中に初釜を行ないました。感想は心配してい

た以上に美味しく待った甲斐が有りホット胸を撫で下ろしました。 
茶の歴史は２０００年以上前、中国にて薬用として貴重品とし

て造られましたが量産と共に一般庶民の口にも届く様になり、日

本にも渡来されました。 
日本茶の成分はビタミンC・タンニン・サポニン・グルタミン酸・カ

フェイン等非常に多く含まれています。特にタンニンは血液の中和を

助け、放射能（ストロチュウーム）を吸着して対外に排出する作用が

有ると同時に、近年静岡県掛川地区が長寿王国と話題となりました。

燦々と太陽光を受けた、煎茶にはビタミンＣが多く含まれています。

但し玉露・碾茶（ひきちゃ）はワラ等により小屋掛けし光を制限して

渋味を少なくする為、少なくなります。又紅茶を飲むときレモンを入

れるのは、製造工程にてビタミンCが破壊され皆無になるので補う為

に入れる方が見えますがタンニンは多くあります。 
 
美味しく頂くためには、沸騰したお湯を人数分の湯飲み茶碗に

入れ、急須に移し、再び茶碗に移し十分に容器を暖めると同時に

お湯の温度を７０度程度にします。急須に茶葉を多めに入れ茶碗

のお湯をまんべんなく注ぎます。その時緑色が濁りますから、決

して急須を揺すらないで下さい。急須から茶碗に注ぐ時は、少し

ずつ順番に最後の一滴まで万遍なく注ぎます。新茶は、三回～五

回位は楽しめますし、お湯の温度を変える事により変化を感じて

貰えると思います。 
新茶を飲んで頂き、今年一年が無病息災で有ることを願って居

ります。 
 

 ＜幹事報告＞ 

◎ＲＩより 

・ロータリー・リーダー５月号 

◎ガバナーエレクト事務所より 
 ・地区協議会資料 

◎いわき平中央ロータリークラブより 
  ・原子力被害状況への適切な行動のお願い 
◎飛騨慈光会後援会より 
・飛騨慈光会後援会 第６回総会のご案内 

日 時  ５月１４日(土)   午後３時より 
場 所  飛騨慈光会 山ゆり福祉会館 1Fホール   

＜例会変更＞ 
可児 …   5月5日(木)は、法定休日(こどもの日)のため、休会 

    5月19日(木)は、モーニング例会のため、 
8:30～グルメゾン に 変更 

6月30日(木)は、定款第６条第１節により、休会 
＜受贈誌＞ 

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化)、 (株)オクトン(2011 
カタログ)、 (財)比国育英会バギオ基金(バギオだより) 

 

＜出席報告＞ 
区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々 回 35名 3名 38名 44名 863.36% 

本日 36名 － 36名 43名 83.72% 

 

＜本日のプログラム＞ お祝い 
◎会員誕生日 

 

  山本 善一郎 
   ５ ．１５ 
 
 
 
 

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 
     野戸  守   美津子 さん     ５．１１ 

寺田 昌平   君 代 さん     ５．２４  
     中村 良平   祥 子 さん     ５．１２ 
     河渡 正暁   久 枝 さん     ５．２３ 
          道脇 清春   みどり さん     ５．２９ 
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◎結婚記念日 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折茂 謙一 ５． ６   新田 敬義 ５． ４ 

井辺 一章 ５．１２   斎藤  章 ５．２５ 

  堺  和信 ５．１８ 

 

◎出席表彰 

田近   毅  ２５年         中村 良平  １３年 

  

（当日欠席） 

伊藤 松寿  ２６年 

米澤 久二  １１年 

 

 

 

◎在籍周年記念表彰 

  寺田 昌平   

１０年 

 

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿 ・井辺 一章 ・小林 勝一 ・田近 毅 

・田中 武 ・中村 良平 ・洞口 良一   ・米澤 久二 

 

インターアクト委員会 

インターアクト委員長 

寺田 昌平 

本日は飛騨高山高校

インターアクトクラブ

顧問 荒川一弘先生と

部長の山下里奈さんに

お越しいただきました。

例年通り今年度の計画等をご報告いただき、後ほど開催まで

いよいよあと３か月と迫った、当西クラブがスポンサーとな

る『第３４回インターアクト年次大会』について、実行委員

長の田近さんよりご挨拶をいただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

活動報告及び計画 

 

飛騨高山高校 

ＩＡＣ部長  

山下里奈 様 

 

私は飛騨高山高

校３年生のインタ

ーアクト部部長の山下里奈です。私達飛騨高山高校のインタ

ーアクト部は、主に月曜日と金曜日に活動をしています。校

内またはその周辺の清掃、今年度から発展途上国の子どもた

ちにワクチンを送るために、ペットボトルの蓋の回収に取り

組んでいます。 

清掃活動では、校舎に日頃の感謝を込めて、すみずみまで

きれいにするように努めています。はじめの頃はやらされて

いる感じがありましたが、最近では自分たちから進んで作業

をするようになってきました。それは、作業をしているとき

にいろいろな方から「ありがとう」と感謝され、その言葉に

励まさているからではないかと考えています。 

昨年は清掃活動に加え、年次大会の参加やスピーチコンテ

ストの参加、衣類などの支援物資回収のボランティアなどの

校外活動、高山西ロータリークラブの方々とのさつまいもの

収穫、文化祭ではフェアトレードの啓蒙とフェアトレード商

品の販売も行いました。さらに、今年度からは、ペットボト

ルの蓋を集めて、発展途上国の子どもたちへのワクチンと交

換する活動も取り組み始めました。ペットボトルの蓋８００

個とワクチン１個と交換できるので、なかなか大変なことだ

と思っていましたが、各教室にペットボトルの蓋を回収でき

るように、自分たちで作った箱を設置し、ポスターも作って

呼びかけをすることで、現時点で、１万３００個以上の蓋を

集めることができました。この数で１２個のワクチンと交換

できます。予想以上の数の蓋が集まり、とても嬉しく思いま

す。もっともっと集めて、出来る限り多くのワクチンを送り

たいと思います。この活動を通じて、ちょっとしたことが誰

かのためになっているということがボランテア活動の良いと

ころであると気が付きました。今後も、このような活動を続

けていきたいと考えています。 

 今年は、この高山で年次大会を開催することになっていま

小林 勝一   ６年 
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す。わたしたちがホスト校として、主催することになってい

ます。今まで以上に気合が入っています。この年次大会を盛

り上げて高山の良さを広く知ってもらえればいいと思います。

そのためにも高山西ロータリークラブの方々や生徒会執行部

としっかり協力しあうことが大切であると思います。今年の

年次大会をよりよいものにするためにわたしたちインターア

ウト部は精一杯頑張りたいと思います。御協力をよろしくお

願い致します。ありがとうございました。 

 

飛騨高山高校  

ＩＡＣ顧問  

荒川一弘先生 

本日は、例会

にお招きいた

だきありがと

うございます。

飛騨高山高等

学校インターアクト部の顧問を今年度も勤めさせていただき

ます荒川一弘でございます。インターアクト部の顧問になり

まして、４年目を迎えました。高山西ロータリークラブの皆

様には、日頃、本校インターアクト部に多大なご理解とご支

援をいただき誠にありがとうございます。お礼申し上げます。

本日は、私と部長の山下里奈の２名が参加いたしております。

今年度の活動報告、活動計画、活動方針を説明します。いよ

いよ高山での年次大会開催が近づいてまいりました。昨年は

かなり不安な気持ちでいっぱいでしたが、今年はやるしかし

かないという気持ちです。年次大会準備委員の方々や高山西

ロータリークラブのみなさまのお力添えで、思い出に残る充

実した年次大会にしたいと考えています。 

昨年度より、部員が減りました。男子生徒もいなくなり寂

しい限りです。１年生が３名しか入部しませんでしたが、積

極的に入部前にも見学、体験入部した後での入部ですので、

将来、この生徒たちがあらたなる核となり、さらなる部員の

増員につながることと信じています。１年生と男子生徒の減

少が気になりますが、トータルとしては１５名ということで、

充分活動できる人数の確保ができたと思います。２年生も大

部分の生徒が残り、自主的に部活動に参加しています。今年

度の年次大会でも中心となって活躍してくれることと思いま

す。毎年、入部する生徒の中にはボランティア活動を希望し

たり、短期留学をしたりした生徒が入部するようになり、目

的意識がはっきりした生徒が入部することで、部の雰囲気も

まずます良い方向に変化してきていると思います。ここ数年

はロータリークラブの方々との交流も増え、学校内外で活発

に活動していることが評価されたのではないかと思います。 

年次大会に向けて、さらなる勧誘をしたいと思います。 

 今年度の活動計画です。サツマイモの収穫祭への参加も３

回目となりました。今年度も参加させていただけるのならば

光栄です。最近、本校の生徒は、土を触ることがなくなって

きましたので、とても貴重な体験になっています。今年はソ

ロプチミストのスピーチコンテストがあります。現在、７名

が参加を希望しております。一歩一歩ですが、地域さらには

国際的な交流活動の範囲を広げ、積極的に活動していきたい

と思います。 

ペットボトル回収

芋掘り

今年よりペットボトルの蓋の回収に取り組み始めました。発

展途上国の子どもたちにワクチンを送る活動です。現在１万

３３１個を回収しました。ワクチン１２個分になりました。

年間を通じて、集めていきたいと思います。小さな活動です

が、国際的な活動でもあり、貢献度が目に見える形で表れる

ので、ボランテア精神を啓蒙するには絶好の活動ではないか

と思います。芋掘りの写真です。何かロータリークラブの方々

といっしょに活動ができないかと始まった企画でした。芋掘

り自体が貴重な体験になっています。収穫後の子どもたちと

の交流もリーダーシップや責任感を養う上で役に立っている

と思います。生徒も、ロータリークラブの方々の食事会をと

ても楽しみしております。 
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ボランティア
活動
(毎週金曜日実施）

主な活動である清掃です。校舎内外のゴミ拾い、草取り、掃

き掃除と毎日の掃除の時間には手の届かない場所を中心にそ

うじをするように努めています。最初の頃は掃除しているこ

とも気がついてもらえませんでしたが、最近は、職員や生徒

に感謝されることもあり、積極的に取り組んでいます。  

いよいよ夏には、高山で年次大会を開催することになります。

今後、高山西ロータリークラブの皆様には、様々な形で協力

をお願いすることになることと思います。どうぞ、よろしく

お願いいたします。年次大会準備委員会も７回開催し、準備

委員の方には、お忙しい中、仕事の後にもかかわらず、熱心

に議論をしていただき、かなりのことを決定することができ

ました。インターアクト部、生徒会執行部、ロータリアンと

の合同会議も冬に行い、たくさんの貴重な意見をいただき、

本当に感謝しております。現在のところ決定していることに

関しては本日のレジメで提示してあります。細部については、

今後お知らせしていく予定です。よろしくお願い致します。 

 

インターアクト年次大会 

実行委員長  田近 毅 

３年前になりますが、事務

所に呼ぱれまして、平成 22年

に 45 周年記念式典とインタ

ーシティミ-ティング､23年にインターアクト年次大会を行な

うことになったのでよろしくとの挨拶が会長・幹事よりあり

ました。会長経験者でインターアクト委員長の経験が有るの

は君しかいないので準備委員長を受けろと言われ､半ば強制

的に受けることになりました。日時は８月９日（火）、場所は

世界生活文化センターで行ない、講師は地球のステージでご

活躍の桑山先生にお願いして有ります。この度の大震災につ

いても話されると思います。 

開催までもう３ケ月となりました。６月の例会でプログラ

ム、予算、役割分担など説明したいと予定していますので、

お休みにならないようお願い致します。 

予算は切り詰めて行ないますが、今後 40年は廻ってこない

ので、金銭面でも皆様のご協力を頂くことになるかも知れま

せん。その節はよろしくお願い致します。 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●鍋島 勝雄さん 

・飛騨高山高校 荒川先生、部長 山下さん、本日よろしくお 

願いします。 

・５月は当社にとって一番大切な時期です。今年は寒く、ど 

うなるかと思いましたがなんとか新茶も出来ました。ほん 

の少しですが味わって下さい。 

●中村 良平さん 

飛騨高山高校インターアクトクラブ顧問 荒川一弘先生、部長

山下 里奈さんようこそお越し下さいました 

●寺田 昌平さん、門前 庄次郎さん、堺 和信さん、遠藤 隆 

浩さん、鴻野 幸泰さん 

飛騨高山高校インターアクトクラブ顧問 荒川一弘先生、部長

の山下 里奈さんようこそお越し下さいました。インターアク

トの年次大会も、いよいよ間近となって来ました。当日まで

お世話掛けますがよろしくお願いします。 

●垂井 政機さん 

好天のゴールデンウィークでしたが、４日間は祭り疲れで大

変でした。 

●野戸 守さん 

女房にお祝いを頂きありがとうございました。 

●寺田 昌平さん 

忘れる所でしたが、親睦委員長の鴻野さんに「奥様の誕生日 

祝いがあります。お忘れないように」と念を押していただき 

ました。お祝いを頂ける事と、念を押していただいた事に感 

謝！感謝！少しだけ。 

●内田 幸洋さん 

下林町に「つばめ保育ルーム」を開園いたしました。１歳か

ら３歳までのお孫さんをお預かりいたします。 

●脇本 敏雄さん､岡田 贊三さん 

バッチとネクタイを忘れ、ロータリアンにふさわしくない井

手達で出席した事をお詫びしてニコニコへ。 
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