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●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 

会長エレクト   田中 武 

＜会長の時間＞ 
今日は、土用入の日です。江

戸中期、平賀源内が、立秋前の

夏の土用の丑の日にうなぎを食

べさせようと、日本で初めての

キャッチフレーズ「本日、土用

の丑の日」を作ったと言われて

います。日本の環境省が、今年2月に絶滅危惧種に指定しましたニ

ホンウナギの話をします。 この時期は夏バテしないように 

何回か食べたいものですが、どんどん高くなりそうで、将来はあま

り食べられないかもしれません。うなぎの生態は非常に面白いとい

うことに尽きます。 

 まず性がよく分かっていない。 

・うなぎ屋の大将に聞いても、うなぎの腹をさばいてみても、オス・

メスが分からないと言ってみえます。 

・養殖うなぎはほとんどオスとのこと。一般に 200～300ｇになる

と出荷させるのですが、なぜかしらオスばかりなのです。しかし

300ｇ以上になると ほとんどメスのうなぎとのこと。 

・人間のようにＸＹという性染色体はなく、環境で性別がどうも決

まるようです。シラスウナギを人工ふ化でも、天然でも何もしなけ

ればオスになってしまうので、人工ふ化では女性ホルモン投与にて

メスを作り出すそうです。自然の状態では300ｇ以上大きくなりメ

ス化して、2000ｋｍにわたって深い海を下って、水圧の刺激により

卵巣が成熟し、産卵するのではないかと言われていますが、謎に包

まれている生き物です。 

・魚の世界の大多数は 雄雌異体、コイ・イワシ・サケ・アジ・サ

バ・サンマ・カツオ・マグロ・ヒラメ・フグ・サメ・エイなど、私

達となじみの魚は皆 雄雌異体ですが、一部 雄雌同体なのがいるの

です。うなぎは雄雌同体で、性が未分化で 環境によってオス化し

たりメス化したりするのです。 

・深海魚の場合、雄雌同体が多いと言われていて、理由は深海なの

で配偶者に出合う機会が少ないので、“出合った相手がいつでも異

性”になることで、繁殖上有利だとする過疎仮説があります。しか

し、うなぎは深海魚ですがこの過疎仮説では説明できず、小さい時

はオスで 大きくなったらメスになる サイズ有利仮説で説明され

ますが、なぜ有利なのかは分かっていません。 

 うなぎは魚なんだろうか…変な魚なのです。 

・うなぎ以外の魚は、水の中に入れて運ばなければ死んでしまうけ

ど、ビクの中に放り込んでいても死にません。しかし少し濡れてい

る状態、少し水をかける程度は必要です。 

・それは、うろこがほとんどない（顕微鏡で見なければ分からない

程度）ので、すぐ下に毛細血管があって皮膚呼吸ができるし、更に

浮袋や消化管でも呼吸ができる優れた特性があり、少し濡れた場所

があれば絶壁でも登ってゆけるので、「うなぎのぼり」と言う比喩

があるのです。 

 うなぎは産卵するのに、何で2000㎞も移動するのだろうか。 

何と効率の悪くrisk の高い産卵行動をするのだろうか。繁殖上有

利とも思えないのだが。 

・うなぎは恐竜時代（１億年前）に生まれ、インドネシア付近の深

海魚であって、その近海の深い海で生まれ近くの川へ上がり、育っ

て近くの深い海で産卵していただろうと推察されています。元は産

卵場所は河口付近だったのが、西のほうへ移動するグループと赤道

海流と黒潮に移動するグループが現れたのです。西へ西へ運ばれて

いったのがヨーロッパウナギ、アメリカウナギで、１億年前は南ア

メリカとアフリカはくっついていたので、西へ移動すると地中海の

沿岸と北大西洋の沿岸にたどりついたのです。赤道海流と黒潮に運

ばれて行ったのが日本ウナギであり、プレートの移動によってどん

どん遡上する河口が遠くなってしまったのです。 

・2009 年にグアム島付近のマリアナ海溝でうなぎの卵が発見され

（70 年もかかってようやくニホンウナギの産卵地が発見されたの

です）、夏（6月～7月）の新月に一斉に産卵することもつきとめら

れました。何故、新月なのかは不明ですが、昔からうなぎは満月に

は取れなくて新月に動くとも言われ、深海魚だから光を嫌がるのか

も知れません。 

・結局、遺伝子のなせるワザなのでしょうか。 

遺伝子通りどんな状況になっても、産卵行動を１億年以上変えない

ニホンウナギは“えらい”。これこそ不易なのです。 

 
＜幹事報告＞ 
◎ガバナー、 

国際奉仕部門委員長より 

・WCS補助金申請・受付のご案内 

受付締切    

第１次  ７月２６日（金） 

第２次 １２月３０日（金） 

交付決定     ９月末及び２月末にそれぞれ交付予定 
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◎高山市青少年育成市民会議より 

 ・少年野外活動事業の実施について  

引率者及び指導者としてのご協力のお願い 

   日時   8月17日(土)13：00出発 18日(日)15：30解散 

    会場   国立乗鞍青少年交流の家 キャンプ場 

◎高山市スポーツ少年団より 

 ・第40回日独スポーツ少年団同時交流事業 

「さよならパーティー」の開催について  

  日時  ８月３日(土)  １７：００～ 

   会場  飛騨・世界生活文化センター レストラン 

    会費  ２，０００円   

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ（会報、活動計画書）、可児ＲＣ（活動計画書） 

 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 43名 1名 44名 50名 88.00％ 

本日 42名 － 42名 50名 84.00％ 

 

 

＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリ―  

ＳＡＡ   小田 博司 

こんにちは、ＳＡＡ長 小

田です。本年度は、副長に垂

井さん 監督員 小林さん、

河尻さん、大村さん、長瀬さ 

ん、向井さん の７名で進め

行きます。 不手際のないよ

う進めていく所存ですが、何か起きましたら優しいまなざしと

微笑みをもって、御指導を賜りたいと存じます。 

 さて、今期方針は、従来ＳＡＡがとられた事項を大きく変更

するような事項はございません。が、会長の姿勢表明に有りま

したような楽しい雰囲気を継続することができればと考えてお

ります。お気付のようにソファー２セット、バリスターが１基

加わりました。 これは、会員の皆様お一人お一人の胸の内に

ある、それぞれの思いを一つにするのが例会だと考えられます

ので、皆様の御理解とご協力により、楽しい雰囲気づくりがで

きたらと考えます。 

 今期は、ＳＡＡが後ろに控えております。場合によっては、

イエローカードを出す用意がある意気込みで取り組みたいと、

この時点では考えています。力－ドの準備はまだしておりませ

ん。 

従来と同様ですが、改めて何点かお願いをしたいと存じます。 

１ 欠席する場合の事務局連絡です。 

 ＠例会当日午前１０時までには連絡する。 

 ＠１０時以降の欠席連絡は､弁当の注文の関係上､無断欠席と 

いたします。 

 ＠無断欠席のフアインは、２０００円とします。 

２ 携帯電話に関する事項です・ 

 ＠ 例会開始前に、着信音の消去方法についてなるべくアナ 

ウンスしたいと思います。 

 ＠ 例会中の大きな声での会話は控えていただきます。 

 ＠ 携帯電話の着信ですが、それぞれの事務所においては、 

緊急（生命に関する件、緊急的な指示を仰がなければな 

らないような件）事項を除いては、なるべく発信しない 

ような理解を求めていただきたいと存じます。止むをえ 

ず、会話しなければならない場合は、廊下に出てからお 

   願いいたします。 

３ 遅刻・早退の件です。 

   それぞれの事情があって、遅刻・早退されます。遅刻の 

場合は､なるべく事務局電話に一報をお願いできればと 

存じます。早退の場合は、ニコニコ投函又はＳＡＡにお 

知らせください。なお、ファインは、５００円です、自 

主申告をお願いいたします。 

４ 例会時の席の件です。 

   不定期的に、ＳＡＡに於いてテーブルを指定させていた 

だくことを考  えています。方策は、くじ引きを考え 

ております。 

５ ゲスト、ビジターヘの対応の件です。 

＠ ゲストについては、担当委員会において、送迎、お話し 

  相手等の対 応をお願いしたいと存じます。 

＠ ビジターについては、親睦委員会若しくは会員の皆様で、 

お話し相 手になって頂くなどの対応をお願いしたいと 

存じます。 

６ バリスター（コーヒー）の件です。 

 ＠ 懇談は、ソファーとコーヒーで和やかに、利用してくだ 

さい。運用は様子見と言う立場で、課題が生じましたら、 

検討いたします。 

 ＠ 水カッセト１回当たり数杯のコーヒーが飲めます。 

 ＠ 飲まれる方は、ご自分で調整をお願いいたします。その 

日の最初は、機器のすすぎ操作が必要となります。 

 ＠ ゲストについては、担当委員会等で対応をお願いいたし 

ます。 

 ＠ 費用の件ですが、誠に恐縮ですが飲まれる方に１杯100 

円又は150円以上を御負担頂くことにしたいと存じます。 

募金箱に入れてお試しください。ゲスト分の費用は、当 

クラブ負担にしたいと考えます｡ 

 

クラブ奉仕委員長  

井辺 一章 

副委員長に脇本敏雄氏、メ

ンバーは堀川氏、堺氏、内田

氏、遠藤氏、古橋氏、新田氏

の計8名です。 
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基本方針は、各委員会の委員長たちが計画した活動計画がス

ムースに進むように協力していく、です。 

関連委員会の委員長と７月２３日(火)に、委員会活動につい

て打ち合わせを予定しております。 

また、ゲストスピーチは来年２月、私の兄弟の中から一人選

び、約４０年の自分の仕事について話をしてもらう予定です。 

 
 
会報委員長  堀川 和士 

副委員長： 下屋 勝比古、委

員：新田 敬義、菱川 正臣で

す。     

基本方針：例会の記録撮影お

よび会員の楽しめる、ホーム

ページ用画像撮影に取り組む。

ホームページのスムーズな更新を図るために、担当例会の各委

員長に原稿（出来る限り電子データ）の提出を遅滞なきよう促

す。 

今年度の方針として 

① ゲストスピーカーの原稿は原則当日提出して頂くことと、

会員の皆様には毎例会の原稿は遅くとも次週の火曜日中に

提出して頂くようお願いする。 

② ホームページの更新を容易にする為、スピーカー、ゲスト

の各委員長に提出頂く原稿は、出来る限り、電子データ或

いはメールでお願いする。提出頂く原稿は、本年度より出

来るだけ掲載を簡素化してゆく為、出来る範囲で内容をレ

ジュメ（フランス語：発表内容を簡潔にまとめたもの）で

お願いする。特に、電子データでは無く、印刷原稿、手書

きの長い原稿は割愛する事も考慮して頂く。 

③ それにともない文章を減らす事で、写真を多くし楽しめる会

報に取り組む。会員の日常をホームページのトップに掲載す

る。順次撮影にお邪魔しますので心づもりを。 

④ ４年前からのからの課題でありました、ペーパーレス 化で

ありますが、前期委員長の方針通り、印刷物の配布は取り

止める事としました。 メール配信も行いません。 

 

 

親睦活動委員長   

堺 和信 

                      
基本方針は、「会員相互の

親睦を第一の目的とし、楽

しいロータリーとする」で

す。 

 担当例会は、8 月１０日「納涼ゆかた例会」、１月１１日「新

年家族例会」、5月１７日「新緑例会」の３回ございます。「納涼

ゆかた例会」につきましてはすでにご案内させていただきまし

たが、惠の久江名子店にて開催をさせていただきます。地元の

フルート奏者４名による生の音楽を鑑賞していただきながら、

盃を交わし会員相互の親睦を深めていただきたいと思います。

他の２例会はこれから企画を考えていきたいと思います。 

 また、月初めの例会に会員誕生日のお祝いの記念品をお渡し

するほか、婦人誕生日には花束を、結婚記念日にはお菓子を自

宅にお届けいたします。 

 その他、毎例会のドアチェックと会場担当席を、当番表を作

成し担当いたします。1年間宜しくお願い致します。 

 

 

ニコニコ委員長  

内田 幸洋 

年間目標金額を１００万円

と定め、１例会あたり25,000

円を目標とします。 

年間表彰は、会長、幹事、

ニコニコ委員会を除き、最多

金額の上位者とします。 

ニコニコ委員会の席は、2か月ごとの当番制とします。 
 
 

雑誌広報委員長代理 

副委員長  小林 勝一 

 本日、遠藤委員長欠席のた

め急達私が報告致します。 

 今年度の雑誌・広報委員会

は、委員長 遠藤隆浩・副委

員長 小林勝一・委員に岡田 

贅三・山蔵真鯖・田中晶洋の５名で運営していきます。 

 基本方針として、毎月例会時に「ロータリーの友」の記事を

紹介し、ロータリアンの意識高揚に努める。ロータリークラブ

の理念、奉仕活動について、地域社会に理解と共感を得られる 

よう広報する。 

 活動計画として、毎月例会において「ロータリーの友」の記

事を紹介する。クラブの活動を「ロータリーの友」へ投稿する。

高山市内３ロータリークラプ共同で、日刊紙あるいはローカル

紙にてロータリー活動に関する記事を広報する。 以上です。 
 
 
出席・プログラム委員長 

      新田 敬義 

活動計画書に沿って本委員 

会活動を推進します。年度半 

ばに出席状況の報告をしたい 

と考えております。9 月第一

例会はゲストスピーチをいたします。 

ロータリーの出席は義務です。少し心に留めていただいて

出席するのが楽しい様にして下さい。 
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ロータリー情報委員長 

      脇本 敏雄 

ロータリー情報委員会

はパスト会長によって構

成される委員会であり、今

年度は委員長（脇本）・副

委員長（鍋島）・委員（内

田）で活動致します。基本方針としては「ロータリーの歴史、

綱領及びクラブ活動に関する情報を提供し、ロータリー活動の

一層の推進に寄与する」ことを目的にしています。具体的には

①新しい会員の為にオリエンテーション及びＦＭ（フアイヤー

サイドミーティング）を開催し出来るだけ早くＲＣ活動を理解

して頂く。②全会員に対してロータリーの最新情報を提供し、

時代に即したロータリー活動を理解して頂くと同時に、「ロータ

リーの綱領」を基とした理想のクラブ運営が出来る事を目指し

ます。 

 
 
職業奉仕委員長 

      洞口 良一 
職業奉仕委員会です。今年度

の事業計画を発表させていただ

きます。 

メンバーは委員長に私 洞口

と副委員長に堀川さん、委員に堺さん、垣内久男さんの４名で

進めていきたいと思っています。 

基本方針は｢各自が携わっている職業に誇りを持ち、その職業

を通じて社会に奉仕することの認識を高める｣。 

事業計画としては職場訪問を9/20に計画しています。訪問先

は(株)キタニジャパンさんに決定しました。東さんは西ロータ

リーの会員でもあり、また当該会社の代表者でもあって職場訪

問のお願いをした所、快く引き受けて頂きました。８月に入っ

て打ち合わせをさせて頂くことになっています。ゲストスピー

チについては来年の３月になりますが、会長幹事さんの要望も

聞きながら準備に入って行きたいと思っています。 

 

 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●山下 明さん、寺田 昌平さん 

本日と次週２６日はクラブアッセンプリ―です。各委員長さん

宜しくお願いします。 

●井辺 一章さん 

ニコニコの小森さんに呼ばれて。元気で頑張りましょう!! 

●平 義孝さん 

活動計画書、山都印刷をご利用下さいましてありがとうござい

ました。 

●古橋 直彦さん 

クラブ活動計画書に職業分類表が添付されています。見直しを 

しましたので各々確認を願います。 

●鍋島 勝雄さん 

１５日、留学生ベスを連れて岐阜へ行って来ました。伊藤カウ

ンセラーお世話になりました。本日当社および関連会社の株主

総会のため、早退させていただきます。 
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