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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 折茂 謙一 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 米澤 久二 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  脇本 敏雄  

                               

 

   奉 仕 を 通 じ て 平 和 を 

「季節外れの日暈」    蜘手 康介

青少年育成委員会

＜会長の時間＞ 

本日、折茂会長が少し遅くな

ると言うことで、副会長田中が

代行を務めさせて頂きます。 

5月15日（水曜日）の友好ク

ラブの台北東海ＲＣ 20名で上高地合同新緑例会で大変楽しく過ご

させて頂きました。私も前回来て頂いた時の方が２～３名見えて気

兼ねすることなく話させて頂き、その中である方が「日本の経済は

良くなっていますね」とか「アベノミクス効果はどうですか？」「大

手企業とか輸出専門の関連企業は確か良いと思いますが、中小企業

～零細企業はむしろ大変ですよ」と話ししたりしました。外国の方

から見ると良くみえるらしいですね。今のこのまま続けば何とかは

と？今年は参議院選挙（7 月 21 日）も有り、政治不信とか色々、

有りどうなるのか？早く安定した経済が戻って来る事を祈るばか

りです。 

さていよいよ消費税が来年の26年4月1日～8％、多分なると思

います。27年10月1日～10％に（経過措置が有りますので特に多

きいお金（建設費等）早めに対処を。再来年（2015）ですが台北Ｒ

Ｃの20周年記念行事が有ります、今回20人も来て頂きＷ・ＲＣも

お祝いに駆け付けなければいけません、その節は皆さん宜しくお願

い致します。そして翌年（2016）我がＲＣも50 周年を迎えます。

色々有りますがお願い致します。 

 

＜幹事報告＞ 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・６月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて 

  １ドル 100円（現行98円） 

◎ガバナーより  

 ・会員増強表彰状 

◎高山中央ロータリークラブより 

 ・第２回濃飛グループ８クラブ合同ゴルフコンペ ご参加の御礼 

◎高山デンバー友好協会会長より 

 ・モンテベロ高校ドラムライン一行との交流会のご案内 

日 時  ６月１９日(水)  １８：００ 

 場 所  高山市民文化会館講堂役所（３－１１）  

会 費    3,000円   ﾉﾝｱﾙｺｰﾙでの交流会になります 

◎高山市青少年育成市民会議より 

・高山市青少年育成市民会議総会の開催について(ご案内) 

日 時  ６月１１日(火)   午後７時００分より 

  場 所  市民文化会館４階 ４－７ 

 

◎高山市社会福祉協議会より 

・平成25年度高山市社会福祉協議会第1回評議員会の結果報告 

 

＜受贈誌＞ 

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化)、高山・デンバー友 

好協会(高山・デンバー友好協会通常総会資料) 

 

＜出席報告＞ 

 

 

＜本日のプログラム＞  青少年育成委員会 

委員長     道脇 清春 

皆さん、こんにちは。本日は

独立行政法人 国際協力機構 

中部国際センターより、青年海

外協力隊で活躍されたお二方に

お越しいただきました。 

まずお一人は、現在ＪＩＣＡ

岐阜県デスクにて岐阜県国際協力推進員としてお勤めの各務 茉莉 

様、そしてもうお一方は、飛騨地域からの青年海外協力隊員として、

今年 1 月までラオスへ助産師として派遣されていらっしゃった国

府町の田川 薫 様です。 

お二人には、日頃よく耳にはするものの実際には良く分からない

「ＪＩＣＡ」や「青年海外協力隊」についてお話いただき、その組

織や制度、内容について理解し、その後押しを進める機会の一助と

なればと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 46名 0名 46名 52名 88.46％ 

本日 41名 － 41名 52名 78.85％ 



例 会 報 告  

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を 

＜配属先紹介＞サワンナケート県病院

●15郡を包括する総合病院

●病床数 ： 170床

●職員数 ： 約280名

●診療科 ： 24時間救急外来、

内科、外科、産婦人科

小児科、耳鼻咽喉科、歯科

●勤務体制 ： 2交替

日勤8：00～16：00

夜勤8：00～翌日8：00

●実習病院

ＪＩＣＡ岐阜県デスク 岐阜県国際協力推進員 各務 茉莉 様 

JICAの仕事

開発途上国において、その国が発展するた
めに必要な援助をしています。

有償資金協力

技術協力

国際緊急援助

無償資金協力

ボランティア派遣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

元 青年海外協力隊員   助産師   田川 薫 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICAボランティア事業とは

アジア・アフリカ・中南米・大洋州・中東の人々のために、

ご自身がお持ちの技術や経験を生かしてみたいという強

い意志のある方を派遣し、支援する事業

農林水産、人的資源、保健・医療など幅広い分野

・青年海外協力隊 満20～39歳
・シニア海外ボランティア 満40歳 ～ 満69歳

概要

分野

対象
年齢

派遣期間 原則2年間

募集期間 春と秋の年2回

Japan International Cooperation Agency

独立行政法人 国際協力機構

①病棟の環境整備

ゴミの分別

患者用シーツ・スタッフ用手洗いタオルの扱い

②安全な分娩と産後ケアの提供

産後の集団指導

栄養指導

母乳指導

＜任地紹介＞ サワンナケート県

●首都ビエンチャンから

約500km南下

●面積 2万1774km2

（首都 3920km2）

●人口 90万6000人

（首都 76万9000人）

●赤土と水田の拡がる

のどかな地

●フランス植民地時代の

建築物が多く残る
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＜ニコニコボックス＞ 
●高山中央ＲＣ  下田 徳彦 様 

高山中央ＲＣの下田です。本日はお世話になります。よろしく 

お願いします。 

●田中 武さん、米澤 久二さん 

・高山中央ＲＣ下田徳彦さん、ようこそいらっしゃいました。 

・JICA中部国際センターの各務茉莉さん、元青年海外協力隊の 

田川薫様、本日はスピーチ宜しくお願いします。 

●道脇 清春さん、挟土 貞吉さん 

本日は青少年育成委員会の担当例会です。御講話をＪＩＣＡ 

の各務茉莉さん、田川薫さんの御両名にお願いしています。ど 

うかよろしくお願いします。 

●田近 毅さん 

ＪＩＣＡの各務茉莉様と田川薫様の御来訪を歓迎申し上げます。 

ＪＩＣＡとロータリーがコラボして、何か活動出来ないかヒン 

トを下さい。田川様のラオスでの体験談楽しみにしています。 

●小田 博司さん 

ＪＩＣＡの各務様、田川様、遠い所へようこそ。ようやく田植 

えも出来ました。私の大好きな季節の到来です。毎週日曜日に 

草刈り作業の連続です。楽しくありません。 

●塚本 直人さん 

本日、下田徳彦さんの来訪とても嬉しく思います。昨日は堀川 

さんの心のこもった料理を楽しませて頂きました。今年度は会 

員増強委員会で大変お世話になりました。ありがとうございま 

した。 

●井上 正さん 

下田徳彦さん、ようこそ御来訪下さいました。いつ見ても実直 

で真面目な方だと感心するばかりです。また昨日は会員増強委 

員会に参加させて頂き、堀川さんの船長料理と共に色々と皆さ 

んとお話が出来ましたこと、とても嬉しく感謝申し上げます。 

今日は出張のため早退させて頂きますので宜しくお願いします。 

●河尻 浩次さん 

堀川さん、昨日は船長料理ごちそう様でした。鴻野さんお疲れ

様でした。とてもおいしいご馳走と素敵なひとときを本当にあ

りがとうございました。 

●洞口 良一さん 

5/25の濃飛分区８クラブ対抗ゴルフに参加し、スコアが70台や

80 前半の方が沢山見えたのに、運良く優勝させていただきまし

た。どなたか言ってみえましたが、ゴルフは運が実力より大き

く左右すると…、まさにその通りでダブルボギーが６つもはま

り、その他もほとんどハンディーキャップがつきました。今年

はこれを契機に100を叩かないゴルフをしたいものです。 

●挟土 貞吉さん 

①去る5/28、公益財団法人飛騨法人会総会また懇親会では岡田 

贊三会長さん、ご苦労様でした。 

②健康第一、まめなが宝です。80歳でエベレスト登頂の三浦雄 

一郎さん万歳。 

③ＪＣ以来の友人、高山クラブの住君、榎坂君の悲報を聞きガ 

ックリです。皆さん、御身大切に。 

 

本年４月より高山西ロータリークラブに入会させて頂きま

した、新井典仁と申します。仕事は自動車鈑金修理業を営んで

おります。名だたる名士の諸先輩方が在籍しておられます高山

西ロータリーにおいて、自分もロータリアンとしての品格を身

につける事ができるだろうか？自分はそれに相応しい人間だ

ろうか？という不安がございました。しかし今回『一期一会』

の投稿の機会を頂き、ロータリーの綱領を読み返したり一期一

会という言葉を調べているうちに、ロータリアンとして最も必

要なのは「思いやりの心」なのかなと自分なりに解釈するよう

になり、それならば自分にも出来るのではないかと前向きな気

持ちになる事が出来ました。難しく考えず背伸びせず、素直さ

をもって諸先輩方を見習いロータリーの規律を守り、人や社会

に感謝し、真に「思いやりの心」を身に付けロータリアンとし

てロータリーの理念を遂行していける人間に成長していきた

いと思います。 

一期一会     新井 典仁  
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