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                                    お祝い・ガバナー補佐訪問・会員スピーチ 

     

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 斎藤   章 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 井辺 一章 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  伊藤 松寿 

                               

 

   こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 
 

「2011 東京高円寺阿波踊り」 蜘手 康介 

＜会長の時間＞ 

本日は、太陽系の壮大な宇宙の歴

史についてお話致します。 

４５００年以上前の太陽系 … 

太陽系に存在していた惑星は以

下の５つになります。①木星、②土星、③天王星、④海王星、⑤第

１０番惑星 このあと、木星の内部に変化が起き、巨大な火山が爆

発し、４つの惑星が誕生した。①水星、②地球、③火星、④フェイ

トン、⑤木星、⑥土星、⑦天王星、⑧海王星、⑨第１０番惑星。   

 太陽系に９つの惑星がそろった頃、一旦は木星の活動は収まりま

す。約４５００年前、巨大火が太噴火を起し、惑星が誕生します。

「ヤハウエ」と呼ばれています。これにより、太陽系の惑星数は１

０個となります。このヤハウエは特異な軌道を持っている上に、公

転面が太陽系の黄道、つまり各惑星の通り道に交差していました。

何度も公転するうちに他の惑星の重力と引き合って衝突するのは

目に見えています。 

惑星フェイトンの破壊 … 現在小惑星帯となっています。これに

より、太陽系の惑星は一つ減って全部で９個となります。①水星、

②地球、③火星、④木星、⑤土星、⑥天王星、⑦海王星、⑧第１０

番惑星、⑨ヤハウエ 

火星への接近 …フェイトンの次に壊滅的打撃を受けたのは火星

です。 

ノアの大洪水（箱舟）… 月の表面に巨大な亀裂が走ると同時に、

元々内部に大量の水を貯えていた月の内部から、ヤハウエと比べて

重力が強い地球に向かって熱水が吹き出し始めました。 

水星の収縮  … これは水星自体が氷天体であることの重要な証

拠になります。と同時にもっと恐ろしい事実も物語っています。そ

れは現在の説である「太陽核融合説」を根底から覆すことになるか

らです。   

天王星、海王星への接近 … 天王星の地軸が横倒しになっている

のは、惑星ヤハウエが至近距離で通過したためです。 

４０００年前、太陽系を荒らし回った暴狂星「惑星ヤハウエ」が

誕生してから約５００年が経ちました。しかしここで再び木星に異

変が起きています。この新しい惑星「メノラー（金星）」の誕生に

よって、太陽系の惑星は全部で１１個となります。 

①水星、②金星、③地球、④火星、⑤木星、⑥土星、⑦天王星、⑧

海王星、⑨冥王星、⑩第１０番惑星、⑪ヤハウェ 

これがシュメールの粘土板に記されている、太陽と月、そして１１

個の惑星です。 

３５００年前、今でこそ、金星というと愛と平和のイメージがあり

ますが、本来の姿はそこにはなく、はるか以前は恐怖と戦いの神と

して崇められていました。金星は惑星ヤハウエにも劣らない暴狂星

であるということです。   

 

＜幹事報告＞ 

◎高山市ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手会・ 

高山市体育指導委員会より 

・第56回高山西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯争奪  

高山市ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会について(お礼) 

◎高山市社会福祉協議会より 

・平成２３年度第２回評議員会の開催について(ご案内) 

日  時  ９月２７日(火)   午後２：００から 
  場  所  高山市総合福祉センター３階作業室 
 予定議案  ・平成２３年度専決処分の承認について 

・給与規程の一部改正について 
・赤い羽根共同募金の街頭募金について(お願い) 

日  時  １０月１日(土) 午前１０：００から１１：３０ 
  集    合    総合福祉センター 

◎命のリレーを考える実行委員会 委員長 山下 明 氏 より 

 ・つなごう゛いのち゛のネットワークコンサートご協力御礼 

◎国際ソロプチミスト高山より 
・新事務局のご通知(2011年9月～2012年8月) 

   〒506-0823   高山市森下町2-128-2   岩堤 綏子(会長)  
 TEL  35-2688 

  

＜受贈誌＞ 
ＲＩ(ロータリーリーダー９月号)、(財)比国育英会バギオ基金 
(バギオだより) 、地区拡大増強委員長 西川 実 氏(拡大増強研 

修セミナー報告書) 
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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 38名 5名 43名 43名 100.00％ 

本日 38名 － 38名 43名 88.37％ 

 

 

＜本日のプログラム＞     今月のお祝 
◎会員誕生日 

 

田中  武 

   ９・１７ 

堺  和信 

   ９．１５ 

 

 

(当日欠席  洞口 良一 ９．１４  村瀬 勝彦  ９．１１) 

  

◎夫人誕生日 

   なし 

 

◎結婚記念日 

   蜘手 康介    

Ｈ１４．９．１ 

 

 

        

◎出席表彰 

野戸  守   

２０年   

 

 

 

 

堀川 和士 

   ５年 

 

 

◎在籍周年記念表彰 

   なし 

◎３ヶ月表彰 

・垂井 政機  ・新田 敬義  ・野戸 守  ・平 義孝 

・古橋 直彦     ・堀川 和士      

 

ガバナー補佐訪問 
国際ロータリー第2630地区 濃飛分区ガバナー補佐 劒田 廣喜 様 

まずは先日の第

３４回インターア

クト年次大会にお

きまして、成功裡

に終えられました

事をお祝い申し上

げます。私もこの

ガバナー補佐職に

就いて、ようやくインターアクトが｢インターナショナル｣と｢アク

ション｣を複合した名称という事を知った次第であり、スポンサー

をされた西クラブの皆様方のご苦労には頭が下がる思いで出席さ

せていただきました。本当におめでとうございました。 

さて、地区からの報告を少しさせて頂きます。先の大震災の際、

ガバナー会におきまして義援金を募りました所、全国のクラブより

約１０億の金額が集まり、その内１億2,300万円程につきましては

既に地区ガバナーを通じ被災地に届きました。そして残額８億円余

りの使途として、まず５～１０年スパンでの被災遺児の育英資金と

して、また『５for１』と名付けられた、非被災５クラブが被災１

クラブを支援するプログラムの元資として、現状はプールされてお

ります。しかしながら被災地区である岩手・宮城の第 2520地区に

は８５クラブがありますが、その内２６クラブが存続の危機に瀕し

ている状況下、もっと迅速かつ直接的な支援として活用すべきでは

ないか、という声があることも事実であり、ガバナー会でも未だ使

途については検討中ということであります。いずれにしましても、

皆様かお預かりしております大切な義援金の行方は明確にされな

ければならない事項であり、今後また何か新しい展開がございまし

たら改めてご報告させていただきます。 

 

会員スピーチ 『３冊の手帳と職業奉仕』 伊藤 松寿 
 第１の手帳は、

「薬剤師のための

実用手帳」という

もので、医薬品の

効能・効果や服用

量などが記載され、

毎日、使用してい

るものです。 

 第２の手帳は「ロータリー手帳」です。見開きには、『四つのテ
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スト』と『ロータリー綱領』が記載されております。 

 第３の手帳は、社団法人日本薬局協例会（以下、協例会と記す）

の発行している「協励手帳」といわれるものです。これも見開きに

『私の信念（５項目）』・『協励十訓』・『協励五省』が記載されてい

ます。 

 本日は、「ロータリー手帳」と「協励手帳」の話をさせて頂きま

す。 

２つの団体の歴史を見ると、ロータリーは、１９０５年の創始で

あり、片や協例会は１９４８年です。歴史的にはロータリークラブ

が、はるかに先輩です。 

 協励会の創始者の故・佐々浪征典氏は、京都のロータリークラブ

のメンバーでありました。彼は、そこで「四つのテスト」や「ロー

タリー綱領」に出逢い、その精神を協励会の行動の根幹に据えよう

という考えに至りました。 

 そして、まず「四つのテスト」にヒントを得て「私の信念」の五

項目を作りあげました。 

いわく、（１）自信のある薬を差し上げたか、（２）本当に親切であ

ったか、（３）充分に説明差し上げたか、（４）満足してかえられた

か、（５）努力に不足はなかったか、という内容です。 

 ロータリーの行き着くところ、あるいは目指すべき地平は、確か

に「超我の奉仕」にあると思いますが、私はその基本に「職業奉仕」

があると考えています。自らの職業を日々高めていく、また研鑽と

努力と実行を行ってはじめて「奉仕」ということに向き合えるので

はないか確信しています。 

 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●濃飛分区ガバナー補佐    劒田 廣喜 様 

本日は第２回目の訪問となります。どうかよろしくお願い申し上げ 

ます。 

●斎藤 章さん 

濃飛分区ガバナー補佐、劒田 廣喜 様の２ 回目の訪問を歓迎申し

上げます。クラブアッセンブリーよろしくお願い申し上げます。 

●井辺 一章さん 

大きな台風 12号、中部地方に近づいています。大きな波!!テレビ

を見て３月の地震・津波の様な事が起きない事を祈ります。 

●小森 丈一さん 

劒田ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎いたします。ＩＭを楽しみ 

にしています。 

●阪下 六代さん 

劒田 廣喜ガバナー補佐のご来会を歓迎いたします。益々のご指導 

のほどお願い申し上げます。 

●伊藤 松寿さん 

劒田 廣喜濃飛分区ガバナー補佐のご来会を心より歓迎申し上げま

す。ご就任以来丸2カ月が経ちました。８クラブの１回目のクラブ

訪問を終えられ、ホットする間もなくＩＭの準備にお忙しい毎日だ

と思います。お体に気をつけられご健闘とＩＭの成功をお祈りしま

す。 

●野戸 守さん､新田 敬義さん､井辺 一章さん､米澤 久二さん､ 

小田 博司さん､田中 正躬さん､ 

劒田ガバナー補佐のご来訪を歓迎して 

●向井 公規さん 

・先日はインターアクト年次大会に参加させていただきありがとう 

ございます。入会させていただいて早々に貴重な体験をさせて頂 

きありがとうございました。 

・数年ぶりに高熱にうなされ３日間寝込んでしまいました。健康の 

ありがたさに改めて気付いた3日間でした。折茂先生ありがとう 

ございました。 

●鍋島 勝雄さん､葛谷 一嘉さん 

納涼ゆかた例会の返金、ありがとうございました。 

●寺田 昌平さん 

オリンピックサッカー予選、なでしこジャパン昨日３－０でタイに 

勝利。後半リズムに乗り良かった。今夜男子同じくオリンピック予 

選、対北朝鮮午後7時20分キックオフ。勝利に期待して少しだけ。 

 

 

 

 

 

 

 

例会終了後、劒田 廣喜濃飛分区ガバナー補佐ご臨席にてクラブ

アッセンブリーを行いました。各委員長による活動状況報告に対し、 

様々な角度からのご指導を頂きました。 

劒田ガバナー補佐、ありがとうございました。 
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