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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 山下   明 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  堀川 和士  

                               

 

   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

幹事   寺田 昌平 

＜会長の時間＞ 
この時期、夜になると、

ネオンの光ではない光

…ホタルの光を求めて、

ソワソワする時期なの

です。私の子供の頃は、

郊外に行けばいくらで

もホタルは居たのですが、今はある特定な場所というか、地域の人

達が保護活動している所に行かないと見えません。 

 お勧めのspotは、石浦の阿矢谷川か、久々野の八光苑前の1級

河川 八尺川の源氏ボタルです。その他に、久々野の無数河川沿い

の上組グランドに少し飛んでいます。旧宮村の位山ふるさと学校の

ビオトープは、近所の人は飛んでいる所は見たことがないという位

オソマツ。石浦のビオトープも少し飛んでいます。三枝小のビオト

ープは理科の実習の様で、実験室での中の見学ということで趣は全

くありません。 

 さて、ホタル（源氏ボタルですが）は、東日本と西日本では、光

り方が違うということを知ってみえますか。東京は4秒周期でのん

びりと光りますが、1時間でへたって見れなくなります。京都・大

阪の西日本系は2秒とせっかちで省エネタイプなので、3時間位は

へたらないで光っています。高山はその中間で2～3秒間でありま

す。だいたい1時間半位でへたるものですから、8時頃に光りだす

と、9時半頃になるとへたりだしてお休みなのです。夜中光ってる

訳ではありません。この東と西との境は、新潟県長岡市～岐阜県と

愛知県の県境を結ぶラインで、ほぼ フォッサマグナと一致してい

ます。 

 皇居のホタルは、京都系のホタルが飛んでいまして、皇居の周辺

は4秒周期の東のホタルなので、皇居のホタルは 関西系で2秒（皇

居 ピカ―ピカ―4 秒、周囲はピカ、ピカ）と異次元というか、異

空間なのであります。皇居は、東京のど真ん中のスピリチュアル・

スポットというか、パワースポットのような聖域を感じさせるので

す。私も、皇居のホタルが見られるかと思い、6月に皇居前のホテ

ルで夕食をとり見ようとしましたが、ホテルの方にも聞いてみまし

たが、見られないとのこと というより、知らないようでした。皇

居の中に入らないと無理のようでした。 

 昭和天皇は、昭和の初め頃から6月になると、献上された京都の

源氏ボタルを鑑賞され、そして、カワニナなどを放ちながら努力を

重ねられ、約50年経て、昭和56年頃に皇居にホタルが定着したの

です。 天皇の権威をもってしても、定着に50年かかるのです。石

浦町のホタル保護活動は、まだ25年位です。 

 今、阿矢谷川や八尺川で、源氏ホタルが見られますが、油断すれ

ば見られなくなるので、一旦消えた自然を復活させることは、大変

な作業がいることを知らされます。まだ、源氏・平家ホタルは 絶

滅危惧種ではないが、各自治体では、準絶滅危惧種に指定されてい

ます。 

 昔は蛍狩り、今はホタル鑑賞会というそうですが、私は 蛍のラ

ブラブショウという風に呼んでいます。飛んでいるホタルは ほん

どオス。メスは草むらや木の葉にいて、オスの光り具合、飛び具合

を見て ＯＫならメスも光を送り、波長が合えば、地上にいるメス

をめがけて 夜空から垂れ落ちるのです。昔の人は、これを 火 だ

と思い、火垂 ひがたれる（ひたる）→火垂（ほたる）と名付けた

のです。昔の人は粋ですね。火垂の下の草むらでは、恋の駆け引き

があるのです。オスはメスの近くまで下りてきますが、メスは気に

入らなければお尻を下げて拒否され、ゴールインするのはオスの1

割位と言われているのです。選ぶのはメスでありまして、人間社会

より厳しいのです。 交尾は短くて2時間、長い場合 一晩中であり

ます。しかも光りながら交尾をしています。その後は オスはやが

て死に、メスは2～3日かけて産卵して死ぬ訳であります。 

セミの交尾は1時間位と言われているので、蛍君はなかなかとい

うか、スタミナがありますね。 

 
＜幹事報告＞ 
◎ガバナーより 

・テーマバナーの送付について 

◎高山あすなろ会より  

 ・第３８回 飛騨児童・生徒木工工

作コンクールご後援のお願い 

  日  時   ９月 １３日(金)～１５日(日) 

会  場     市民文化会館 ３階 講堂 

◎高山西ロータリークラブ ゴルフ部より 

 ・高山5クラブ親善ゴルフコンペのご案内 

日   時   9月8日(日) 8：00スタート  

     場   所   飛騨高山カントリークラブ    

   表 彰 式   高山グリーンホテル  18：00～  

参 加 費   ８，０００円   

申込締切     ８月１６日(金) 

＜例会変更＞ 

 高山………8月 1日(木) は、納涼ゆかた例会のため 

                18：30～ 恵の久 に変更 

8月15日(木) は、定款第6条第1節により休会 

8月22日(木) は、 

高山3RC合同ガバナー公式訪問例会のため 

   19日(月)12：30～ひだホテルプラザに変更 

＜受贈誌＞ 

不破RC(会報、活動計画書)、不破の関RC(会報、活動計画書) 

 



例 会 報 告  

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 休会 のため 補正 ありま せん 

本日 50名 － 43名 50名 86.00％ 

 

＜本日のプログラム＞     韓国訪問激励 

7月26日より30日までの日程で韓国に派遣されますお二人に、

激励金目録をお渡ししました。 

 

私にとっての国際理解・国際貢献 

飛騨高山高校 ＩＡＣ部長  

中居 美琴 さん 

 私は将来、言語聴覚士になり

たいと思っています。日本では、

まだまだ知名度は低い職業では

あるのですが、欧米ではよく知

られている職業だそうです。 

私が言語聴覚士になりたいと思った理由は人としゃべるのが

好きだからということと困っている人の役に立てる人になりた

いと思ったからです。 

 以前、友達と学校帰りに喫茶店に入った時、同じ店には入っ

て来た外国人の方とお店のおばさんが言葉がわからなくて注文

をとるのに困っていて「学生さん、悪いけど通訳してくれる？」

と頼まれたことがありました。学校で英語を習っているので多

少話せたのですが、私の発音が聞こえづらかったのか何度か 

聞き直されました。それでも、なんとか通じたらしく庄文をと

ることができたのですが、その時コミュニケーションの難しさ

と言語の大切さを実感しました。 

 しかし、帰り際にその外国人の方が全部は、早くて聞き取れ

なかったのですが、「助けてくれてありがとう。」という内容の

言葉を私にかけてくれてすごくうれしかったのを覚えています。

あまりうまくは伝えれなかったけど、言葉が伝わる喜びを感じ

これが私が外国で活動したいとおもったきっかけです。だから、

将来私が言語聴覚士になったら、その資格を生かして世界の困

っている人の役に立ちたいと思っています。 

 今はまだまだですが、これからもすっと英語を学んですらす

らと英語を話せるようになったら世界が大きく広がると思いま

す。そして、私一人では助けられる人の人数は微ﾉﾏたるものか

もしれませんが、少しでも人の役に立つことが出来ればと思い

ます。さらに、私のようにコミュニケーションの楽しさを感じ 

てもらえたら嬉しいです。また、しゃべれることによってその

人の活躍する世界を広げることができたら嬉しいです。これが

私にできる国際貢献活動だと思っています。しかしながら、夢

が現実するのにはまだまだ時間がかかると思いますが、今の自

分にできること、つまり英語を少しでも話せるように努力する

ことが大切だと思います。これからも、英語の学習に積極的に

取り組みたいと思います。 

 

 

私にとっての国際理解・国際奉仕 

飛騨高山高校 ＩＡＣ部員  

     中畑 愛帆 さん 

 私にとっての国際理解とは

グローバルな心を持つことで

す。私はグローバルな心を持

つことで自分の視野が広がり、

新しい発見があるのでとても素晴らしいものだと思います。 

 今、グローバル化か進む世の中ですが、その反面難しい問題

もあります。例えば、戦争やテロです。これらは宗教や文化の

違いによって起こることが多いと思います。先日もアメリカの

ボストンで爆発がありました。日本ではあまり馴染みのないニ

ュースですが、このような事件が世界の至る所で起こっている 

ことを知りとても心が痛みました。 

 今、私の学校に留学生が来ています。そこで、文化の違いか

ら彼女がちょっと苦手と言う人が私の周りに数人いました。私

はそのことを耳にした時本当に悔しく、また誰が悪いというわ

けではないけれど、その現状があることがとても悲しかったで

す。この時、本当に文化を理解し合うのは難しいことだと実感 

しました。そこで、お互いの文化を理解し合うためには最初に

言ったグローバルな心が大切だと思いました。なかなか他の国

の文化と触れ合う機会の少ない日本人ですが、自分の国の文化

だけを見て、他の国へその文化を押しつけるようでは理解し合

うことなんて絶対に無理です。大切なのは外国の歴史や文化を 

知って理解すること、そして相手の文化を知るだけでなく自分

の国の歴史や文化をきちんと理解した上で相手に理解してもら

うことだと思います。そのためには英語が必要だと思います。

私は留学生に日本の文化を説明する際、英語が得意でないため

に苦労した経験がありました。英語だけ話せれば良いというわ 

けではありませんが、文化を理解し合うためには大切な手段の

１つです。だから私は少しでも上手く話せるように頑張りたい

です。さらに、留学生が来ているので積極的に交流したいです。

私自身、彼女から学ぶことも沢山あります。このように異なる

文化の人と関われる機会はあまりないので大切にしたいです。 

 私は、これらの経験から少しでも多くの人が互いの文化を知

り、理解し合えることが大切だと思います。だから、少しでも

その助けになることが、自分ができる国際貢献であると思いま

す。 

 

飛騨高山高等学校 

インターアクトクラブ顧

問  

  荒川 一弘 先生 

今年も２名の生徒の派

遣、ありがとうございます。

生徒は毎年行きますが、私

は一度も韓国に行った事がありません。韓国大統領の報道量し

かり、海外に出ようという気概のある生徒も女子が多く、やは

り現代は女性の時代だと実感します。折角の機会を得た今回の

二人も、将来世の中のためになる人材となる様しっかりと学ん

できてほしいと願っています。 



例 会 報 告  

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

ガバナー補佐訪問 

国際ロータリー第２６３０地区 濃飛グループガバナー補佐 

勝川 生年 様 

 

決算・予算報告 

                        

 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●濃飛グループガバナー補佐  勝川 生年 様 

高山西―タリ―クラブの皆様、本日はアシスタントガバナーと 

して参りました。今年一年よろしくお願い致します。 

●加茂東ＲＣ  会長  中島 静彦 様 

ＡＧ訪問に便乗させていだきました。宜しくお願いします。 

●下呂ＲＣ  上野田 隆平 様 

本日はメーキャップをさせていただきます。申し訳ありません 

が早退させて頂きます。 

●山下 明さん 

①濃飛グル―プガバナー補佐 勝川 生年様、御来訪いただきあ 

りがとうございます。後ほどご挨拶よろしくお願いします。 

②下呂ロータリークラブ 上野田 隆平様、加茂東ロタリ―ク 

ラブ会長 中島 静彦 様、ようこそお越しいただきありがとう 

ございます。 

③韓国派遣される飛騨高山高等学校インターアクトの中居さん 

中畑さん、ようこそ。後でスピーチお願いします。またクラ 

ブ顧問の荒川先生一言よろしくお願いします 

④先般、会長幹事慰労激励会に、立派な花束を頂きありがとう

ございました。 

●寺田 昌平さん 

①濃飛グル―プガバナー補佐 勝川 生年様、下呂ロータリーク 

ラブ 上野田 隆平様、加茂東ロタリ―クラブ会長 中島 静 

彦 様、歓迎申し上げます。 

②飛騨高山高等学校インターアクトクラブ顧問の荒川先生、中 

居美琴さん、中畑愛帆さん歓迎いたします。 

●伊藤 松寿さん 

濃飛グル―プガバナー補佐 勝川様のご来訪を心より歓迎致し 

ます。一年間ご苦労様です。 

●小森 丈一さん 

・ガバナー補佐 勝川さんのご来訪を歓迎致します。 

・先週誕生祝いをいただきありがとうございました。 

●洞口 良一さん 

今年はゴルフの「ダブルペリヤ」での当たり年です。もう今年 

３回もうまくはまり先日の会長幹事慰労激励ゴルフで優勝させ 

て頂きました。スコアは３回とも大したことは無いのですが…。 

こんな調子で仕事もうまくなります様に。 

●田近 毅さん 

・ご苦労さんゴルフコンペで準優勝し、併せて馬券も当たり沢 

山賞金を頂きました。酒代に化けましたので、ニコニコは持 

ち出しです。 

・誕生祝い、ニコニコ回数、出席表彰のお祝いを頂きました。 

ありがとうございます。 

・本日会計報告をさせていただきます。お手柔らかにお願いし 

ます。 

●蜘手 康介さん 

先日のゴルフコンペで３位入賞させて頂きました。ありがとう

ございました。先程内田さんにニコニコと｢おめでとう!｣と言っ

ていただいたのでニコニコさせていただきます。今年度もよろ

しくお願いします。  

●内田 幸洋さん 

先週のゴルフで初めて馬が当選しました。 

●古橋 直彦さん 

①先週は出張のため欠席しました。山下・寺田丸の一年間の活 

躍を祈って。 

②先日、お客さんと今シーズン３回目の上高地散策をして来ま 

した。上高地で初めて熊を目撃しました。 

●西村 直樹さん  

本年度より入会させて頂きました西村でございます。一日も早 

く当会になじめますよう努力いたします。何卒よろしくお願い 

致します。 

●下屋 勝比古さん 

昨日ユニバーシアード大会より帰りました。ロシアの乾燥した 

空気より、蒸し蒸しの日本は本当に厳しいです。今回は銅メダ 

ルを一つとりました。 

●前年度会報委員長 脇本 敏雄さん 

先週、昨年度後半の写真を配布させて頂きましたが、皆様の｢志｣ 

￥25,150となりました。昨年２回分と合算しますと￥61,561で 

す。プリント代を差し引きまして残金が￥37,870となりました 

のでニコニコへ出させていただきました。一年間のご協力に感 

謝いたします。 

2012-13年度会計 田近 毅  2013-14年度会計 斎藤 章

昨年度と同様に、決算としては繰越金を多く残す事ができ、 

余裕を持った予算となりました。 
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