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   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

職業奉仕委員長   洞口 良一 

＜会長の時間＞ 
セミについて 

オスのセミの一生は、昆虫オ

タクにとって憧れの存在でも

あります。セミの一生は短く、

はかなくて、ものの哀れの代

表と捉えている人が多いので

すが、意外と違うのです。 

・地上よりも圧倒的に捕食者がいない地下生活を平均で7年間（Ｕ

ＳＡでは13・年ゼミ、17年ゼミもいます）、短命どころか昆虫類で

はトップレベルの長寿なのです。しかも全く働かないで、樹液を吸

ってぬくぬくと生活しているのです。セミは2億年前、恐竜の時代

から生き延びた種であることは、化石からも証明されていまして、

氷河時代をのり切るためにも、7 年～17 年間 地中での生活は繁殖

戦略としては有効であったのです。 

・しかも7年経て、地上に出て成虫になると、甘い樹液を吸って1

週間というのは俗説で、約1ヶ月も朝から晩まで恋の歌を歌い続け

て、ペアを見つけて一生を終えるのです。そしてこの恋の歌たるや

尋常ではないのです。 

セミの歌声はどのくらい凄いのか。 

・もちろんオスしか鳴きません。メスには発音器はないのです。 

・アブラゼミ、ミンミンゼミの声は、2ｍ位離れた所で70ｄB位、

電車のガード下が75ｄB位なので、電車が通過した時の高架の下の

音と同じ位。 

・セミが人間の大きさになったと仮定すると、体重比を100倍とし

ていろいろ計算すると、200ｄB 位になるそうです。飛行機のエン

ジン音が120ｄB、180ｄB を超えると人間の鼓膜が破れるという話

もあるのですが、200ｄB というのはものすごい音であることは間

違いないのです。 

・セミの声は300ｍ位届き、人間に換算するとセミは5ｃｍ、人間

の身長が 170ｃｍとすると、人間はセミの身長比で 34 倍のスケー

ルになります。300ｍ×34倍＝10200ｍ＝約10ｋｍとなるのです。 

「真夏に突然目を覚まして、炎天下、約 10ｋｍ先まで聞こえる

大声で恋の歌を歌い続ける」というすごい鳴き方なのです。 

大声でしかも集団で鳴き続けるので、セミの耳は大丈夫なのだろうか。 

それとも耳がないのではないか。 

・あのファーブルはセミのことを研究していて、セミには耳がない

のだと結論づけています。ファーブルは鳴いているセミの近くに

人々を集めて、大声をあげさせたけど、セミは平気で鳴き続けた。

そこで大砲まで借りてきて、ドーンと撃ってみたけど同じことだっ

た。だから、セミは自分達の声も聞こえてないし、あの声でメスを

呼ぶという説も否定したのです。 

・オスもメスも腹部に鏡膜と呼ばれる耳を持っているのです。 

腹部に「腹弁」があり、この腹弁を取るとオスの場合、V字型の大

きな発音筋があって、その両側に 鏡と呼ばれる膜があり、セミの

耳なのです。背部にある「背弁」を取ると白い膜があり、鼓膜と呼

ばれていますが、耳ではなく発音器で、ここからやかましい音が出

るのです。 

・人間なら救急車のサイレン並みの音量を出すのは、お腹のV字型

の発音筋が動き、腹部がジャバラのように動くことで生まれるので

す。その時 横にある耳である鏡膜は、縮小して感度を落とし、オ

スは自分の音や周りのオスの音をほとんど聞かなくて済むのです。

“勝手に鳴っているだけでよいのです”メスはオスの音はあまりに

大きいので、オスの⅓位の鏡の膜でも十分キャッチでき、恋の歌の

違いを聞き分け、メスは自分と同じ種のオスの所へ近寄ってペアー

となるのです。 

ミンミンゼミがツクツクボーシの所へゆくことはほとんどないのです。 

・ごく稀に、勢い余ってオスは、他のメスのセミに手を出してしま

うのもあるらしのですが、絶対ハーフは生まれません。ミーンミ

ン・ツクツク というセミは生まれません。 

・それは、人間の種はすべて Ｈomosapiensなのでハーフは生まれ

ますが、セミの種は、種のレベルでのその上の属のレベルでも違う

ので、絶対ハーフは生まれないのです。 

セミの歌声は、種ごとに一つのパターンの繰り返しだけで、1～2

億年前から変えてないのです。 

・別の歌い方をするとか、他の種の真似はしないのです。 

・変えないのは、同じ種同士がペアーになるための戦略と言われて

ます。 

・しかし、ツクツクボーシだけは一つのパターンでなく、イントロ・

メインメロディ・エンディング と起承転結のある鳴き方をする不

思議なセミです。理由は分かっていません。 

クマゼミが北上中～大繁殖中です。 

・今、クマゼミは 関西圏では圧迫的勢力を誇り、東京へ進出して

いる様子。私は東京へ行っても聞いてないのですが、平塚、藤沢あ

たりでは毎年鳴き、普通に見られ、横浜あたりでも割に見かけるよ

うになってきてるとのこと。そのあおりを受けているのがアブラゼ

ミであります。高山でもクマゼミが少し進出しているとのことです。

（私は見てないですが） 



例 会 報 告  

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・9 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて  

１ドル 100円（現行どおり） 

◎ロータリー囲碁同好会より 

・『第12回ロータリー全国囲碁大会』開催のお知らせ 

大会日時  11月 2日(土)  10:00開会式  

大会会場  日本棋院会館 (東京・市ヶ谷)１Ｆ対局場 

   主  催  ロータリー囲碁同好会日本支部 

共    催    第2580、2750両地区  ホスト 東京ＲＣ 

登 録 料  7,000円（昼食代、賞品等含む）   

◎はぐるま会 会長より 

・第１７５回はぐるま会開催のご案内 

日  時      10月13日(日)   8：24Ｃスタート  

場  所   飛騨高山Ｃ．Ｃ  会 費  3,000円  

   申込締切   ９／２７ 

◎濃飛グループ 直前ガバナー補佐 上野田 隆平 様より 

・村橋 元 直前Ｇ 古希175回Ｈ ｉ ｏ記念コンペのご案内 

日  時    １１月 ７日(木)   ８：００スタート  

場  所  飛騨高山Ｃ．Ｃ  会 費  10,000円  

   前 夜 祭  ﾎﾃﾙ高山ｱｿｼｱﾘｿﾞｰﾄ  会 費  5,000円 

申込締切   ９／６（金） 

◎高山市社会福祉協議会より 

・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(火)   午前10：00から11：30 

  集    合    総合福祉センター 

＜受贈誌＞ 

岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だよりNo54)、 

 

 

＜出席報告＞ 
区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 40名 10名 50名 50名 100.00％

本日 39名 － 39名 50名 78.00％ 

 

 

＜本日のプログラム＞ インターアクト委員会  
副委員長   大村 貴之 

本日は委員長の垣内さんがお

休みのため、副委員長の私から

本日のゲストの皆さんをご紹介

させて頂きます。 

飛騨高山高校インターアクト

クラブより、韓国派遣された中

居 美琴さんと中畑 愛帆さん、そしていつもお世話になってお

ります、インターアクトクラブ顧問の荒川 一弘先生です。本日

は7/ん得るの韓国派遣、および8/16～17に行われましたＩＡＣ

年次大会の報告をお願いしております。どうぞよろしくお願い

します。 

飛騨高山高等学校 インターアクトクラブ 中居 美琴 さん 

この度は、高山西ロータリークラブの皆様からの援助によっ

て素晴らしい体験をさせていただきました。本当にありがとう

ございます。今日は私が韓国で経験したことを報告させていた

だきます。 

 私が韓国に行って感じたことは、大きく分けて2つあります。 

 1つ目は、日本のよさです。韓国のトイレは、紙を流す技術は

なくトイレの横にあるゴミ箱に紙を捨てます。それに比べて日

本のトイレは、水洗技術が発展しているので清潔かつ衛生的で

す。やはり、機械などの技術でいったら日本は世界一だと思い

ました。あと、日本のマナーの良さを知ることができました。

日本では、電車やバスに乗ったとき車内アナウンスで携帯電話

での通話は、他のお客様のご迷惑になりますので、ご遠慮なさ

いますようお願いします。などのアナウンスがあります。しか

し、韓国の電車ではそのようなマナーがないらしく乗客がそこ

ら中で電話をしているのを見かけました。案の定いろんな人の

声が混じって何をいっているのかわかりませんでした。 国が

違うとルールも考え方もまったく違うだと感じました。 

 2つ目は、韓国人は相手との距離が近くてとてもフレンドリー

な人々だと思いました。初めてペアの子と会った日、その子の

友達4人とカフェでしゃべりました。とても歓迎してくれてす

ぐ友達になれました。話す内容は、コスメの話だったり、学校

の話だったり、言葉は違うものの同じ年頃の子はみんな興味の

あるものは同じなんだなぁーと感じました。 

 あと、まったく知らない人なのにあなたはどこ遊びにいく

の？や家はどこにあるの？などエレベーターやコンビニでたま

たまあった人にすぐ声をかけるところが他人との壁が薄い韓国

人のいいところだと思いました。 

 この5日間で、日本のよさも韓国のよさも他にもいろいろ学

んだ素晴らしい体験ができました。 

 今回の体験を通して、海外といったらイギリス、イタリア、

フランスなど欧米に行くことばかり憧れていましたが、近場に

こんな素晴らしい国があることを知れて、もっともっと韓国の

いろんなことを知りたいし、聞きたい、話したいと韓国が大好

きになりました。今度行くときは韓国語を勉強して、今回の何

十倍も楽しみたいと思っています。 

 私の人生でとても充実して、いい経験をできる環境を設けて

いただいたこと本当に感謝しています。ありがとうございまし

た。 
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飛騨高山高等学校 インターアクトクラブ 中畑 愛帆 さん 

韓国派遣報告：高山西ロータリークラブの方々のおかげで、

無事、韓国の年次大会に参加することができ、有意義なホーム

ステイを送ることが出来ました。ありがとうございました。 

 それでは、地区のロータリークラブに提出した報告書を読ま

せて頂きます。 

私は最初、言語も文化も違うので色々な不安がありました。

しかし、韓国に着いてホストシスターと家へ向かう時に普通に

私の荷物を運んで行ってくれました。私は自分の荷物は自分で

運ぶ気だったので最初驚きました。だけど嬉しかったし、その

気遣いのおかげで不安が薄れました。また、ホストファミリー

やその友人たちは移動する際には必ず手を繋いだり腕を組んだ

りしてきました。それだけでなく、ショッピングへ行った時も

全く知らないお店の人が親しげに話しかけてきたり、韓国語の

分からない私にもすごい笑顔で親しく接してくれたり手を握っ

たりしてくる人もいました。これらは日本ではほとんど無い行

為です。事前の講習会で韓国人はみんな明るく人なつっこい性

格ということを聞いていましたがそれでもすごくびっくりまし

た。電車やバスにも乗ってみました。特に電車では駅のホーム

にスクリーンドアが徹底されていたのですごいと思いました。

当たり前ですが公共の乗り物の乗り方などのほとんどが日本と

違ったのですごく韓国だなと感じました。海外へ行った人から

よく常識が変わるということを聞くけれどそれを本当に実感し

ました。 

私は初めての海外でもあったのでこのように驚くことが多か

ったです。日本で生活しているとそれが当たり前と思うことが

たくさんあるけれど、それらは日本の常識でだけあって世界の

常識でないことが思い知らされました。日本との文化の違いに

慣れないことが色々ありましたがそれらは全て最初に話した韓

国人の優しさのおかげで大丈夫でした。だから私はこの５日間

をとても楽しく過ごすことができました。私は韓国について少

ししか興味がなかったけれどとても好きになりました。最後に

なりますがこのような機会をくださり本当にありがとうござい

ました。私はこの５日間で新しい発見がたくさんあったし、自

分の視野や経験も広げることができました。これをこれからの

自分の人生に生かしたいと思います。 

ありがとうございました。 

 年次大会報告：先日行われた第３５回インターアクト年次大

会に参加させていただきました。高山西ロータリクラブの方々

には、様々な面で援助して頂きありがとうございました。今年

の年次大会は去年にも増してもっと充実した時間を送ることが

できました。１日目に行われたスタンプラリーで最初に訪れた

現存する日本最古のつり橋である美濃橋は、イメージしていた

よりももっと大きく、とても頑丈に見えました。橋は１９１６

年の夏に完成しており、あと３年で１００年を迎える建造物で

す。そんな長い歴史を持つ場所へ行けたのは良い経験になった

と思います。その後訪れた美濃の街は有名な美濃和紙だけでな

く、屋根に上がるうだつや、古い家屋が並び歩くだけで十分に

楽しむことができました。古い街並みと聞くと高山の街並みが

思い浮かびますが、美濃は高山と違い１つ１つの通りが広く背

の低い建物がほ とんどで、見渡しても視界が晴れる景色はとて

も新鮮でした。 

 この２日間で特に記憶に残っているのは大垣北高校の留学生

エステルと交流できたことです。高山高校にいる留学生ベスの

友人で、彼女が私たちの泊まる部屋に連れてきてくれたことが

きっかけでした。そのエステルはとても面白い子で、初めて会

った私たちでもすぐに打ち解けることができました。英語をき

ちんと話せない私たちの代わりに彼女が日本語で話してくれた

から言葉の違いに困ることなく会話できたのだと思います。ま

た、お互い洋楽を良く聴くという共通の趣味があったのも大き

な要因だったと思います。分からない言葉はたくさんあっても、

音楽を聴いてこれが好きなんだと感じているのは表情だけでよ

く分かります。その日の夜は洋楽を一緒に歌ったり、エステル

自身のことを聞 いたり深く交流することができました。 

 ２日目の閉会式でも有意義な時間を過ごすことができました。

交換留学生の話は興味のあるものばかりでした。辛いこともあ

ったようですが、やはり写真を見るとどれも友人と並んでいる

ものばかりでとても楽しそうでした。留学を通して人とのつな

がりの大切さを 

学んだと言っていたのが強く印象に残っています。 

 今年の年次大会を通して、私は改めて国際交流の素晴らしさ

を感じました。言葉が分からなくても他のことで通じあうこと

はいくらでもできます。身近にあるたくさんのチャンスを逃さ

ず、どんどん交流する機会を作っていきたいです。 

 

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 

第36回 インターアクト年次大会報告 

（ホストクラブ：岐阜県立武儀高校 スポンサークラブ：美濃RC） 

８月１７日（土）９：００ 

高山駅前濃飛バスセンター出発 斐太高校１４名（顧問１名） 

飛騨高山高校１２名（顧問１名） 

IAC委員長 垣内さんに見送りをしていただく。 

１１：００ 

美濃市物産館に到着。高山ロータリークラブ IAC 委員長 河合
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１      ２       ３      ４

Ⅴの答え：①鬼瓦　②懸魚（げぎょ）　③破風瓦（はふがわら）
さん IAC副委員長 蓑谷さんと合流。 

昼食後、バスにて、武儀高校に移動、徒歩にて会場の美濃市文

化会館に移動。 

１２：３０ 開会式 

 大会会長挨拶、武儀高校校長・美濃RC会長歓迎のことば、

来賓挨拶（美濃市長、佐藤県議会議員）、 

第２６３０地区ガバナー挨拶、韓国ロータリー青少年交換

委員長挨拶 

 韓国代表挨拶、ダンス披露 

１４：００～１６：３０ 

うだつの上がる町並みスタンプラリー（美濃橋⇒灯台⇒あかり

アート館⇒願念寺⇒宝勝院⇒今井家美濃資料館⇒町並みギャラ

リー⇒小坂家⇒ふれあい広場）  バスにて、岐阜市青少年自

然の家に移動。 

１８：３０～ 

岐阜市青少年自然の家到着後、入所説明後夕食、自由時間 

８月１８日（日） 

６：００（起床、掃除）７：００（朝食）８：１０（バスにて

美濃市文化会館移動） 

９：００（会場にて IAC委員長 垣内さんと合流） 

 開会宣言 

 留学生報告（日本人高校生 2 名、オーストラリアからの

留学生 １名） 

 暁中高等学校 伊藤くん オーストラリア・ブラッ

クタウンに派遣。友人の大切さを学ぶ。 

 益田清風高校 布目さん フランス・リヨンに派遣。

自立の大切さを学ぶ。 

 飛騨高山高校 ベス   若い時に外国で生活する

ことの大切さを伝える。 

 韓国派遣報告2名（武儀高校より２名） 

 ローターアクト報告 

９：４０～１０：１０ 

アトラクション 武儀高校書道ガールズ（音楽に合わせ、韓国

語も取り入れながら、書道の共同作品を３点披露） 

１０：２０～１１：３０ 

記念講演 

講談師 神田京子さん 美濃市出身 神田山陽に師事 世界１

４カ国で国際交流を行う。 

山ノ内一豊の妻、カルメン、urashima（英語講談）、チンギスハ

ーンを披露。 

講談体験（韓国ロータリー青少年交換委員長、斐太高校男子生徒） 

１１：５０～１２：２０ 閉会式 

 講評 竹腰プロジェクト部門カウンセラー（思いやりの心

の大切さ、モラルの向上を求む。） 

 次期ホスト校（三重県立四日市工業高校）、スポンサーク

ラブ（四日市RC）発表 

 地区インターアクト旗引き継ぎ 

 次期ホスト校、スポンサークラブ代表挨拶 

 閉会宣言 

１２：５０ バスにて美濃を出発。 １４：３０ 濃飛バスセ

ンター到着  

 

 

恒例年次大会クイズ          

「美濃市うだつの上がる町並み編」 

Ⅰ うだつ とはなんでしょう 

① 瓦   ② 屋根  ③ 煙突  ④ 防火壁 

Ⅱ うだつが上がらないとはどんな意味でしょう 

①頭が上がらない   ②地位が向上しない  ③効率が上が

らない   ④お金が儲からない 

Ⅲ うだつを表す漢字はどれでしょう 

①卯建  ②宇立  ③梲  ④宇太知 

Ⅳ 

美

濃市のゆるキャラはどれでしょう。彼の名前は何でしょう。 

 

Ⅴ ①、③は何 という

瓦でしょう。②を何というでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 美濃市にある川湊灯台の上有知湊はなんと読むでしょう。 

① かみうちみなと ② かみゆちみなと ③こうづちみなと 

④うえありちみなと 

Ⅶ 小倉山城の領主は誰だったでしょう。 

① 織田信長 ② 金森長近 ③ 徳川家康 ④ 千利休 

Ⅷ 濃和紙の原料は何でしょう。 

① 楮 ②三叉 ③ パピルス ④ 杉 

Ⅸ 美濃市以外にうだつのある町並みがあるのは次のどこでし

ょう。 

①長野県松本市 ② 徳島県美馬市 ③ 島根県出雲市 ④香

川県丸亀市 

「講談関連編」 

Ⅰ 講談師の神田京子さんという芸名はどのように付けられた

でしょう。 

① 師匠が神田陽子だから ② 今日、突然来たから ③ 京

都で修行をしたから ④ 適当に思いついた名前を付けた。 

Ⅱ 講談に必要でないものは何でしょう。 

① 釈台 ② 拍子木 ③手ぬぐい ④ 扇子 

Ⅲ 落語では真打ちの人を師匠と呼びますが、講談では、真打

ちをどのように呼ぶでしょうか。 

 

 

 

ヒント： 

風、魚、鬼 
②

①

③



例 会 報 告  

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

 
＜ニコニコボックス＞ 
●高山中央ＲＣ   仲谷 政美さん 

いつもお世話になります。今日はメイキャップよろしくお願い 

します。 

●山下 明さん 

・荒川先生、中居さん中畑さんのご来訪を歓迎して。年次大会 

の報告よろしくお願いします。 

・高山中央ＲＣ 仲谷 政美さんのご来訪いただきありがとうご 

ざいます。 

・8月27日のソフトミニバレー大会の反省会および懇親会、非 

常に盛り上がり今後の方向性も決まり大変有意義でした。田 

中正躬委員長さんはじめ選手の皆さん、そして挟土さんには 

歴史を語って頂きありがとうございました。 

●寺田 昌平さん 

・高山中央ＲＣ 仲谷 政美 様のご来訪を歓迎致します。 

・飛騨高山高校インターアクトクラブ顧問 荒川先生、来訪を歓 

迎致します。中居美琴さんと中畑愛帆さん、両名の韓国派遣 

報告を楽しみにしています。 

●垣内 秀文さん 

荒川先生、中居美琴さん、中畑愛帆さんの来訪を歓迎…いたし

たい所でしたが、このような大事な日に欠席で大変申し訳あり

ません。本日は当クラブ、イケメンの大村副委員長が手厚くサ

ポートさせて頂きますので宜しくお願いいたします。尚、韓国

派遣、年次大会報告は会報で必ず拝見させて頂きます。どうぞ

本日の無礼をお許し下さい。 

●大村 貴之さん 

飛騨高山高校インターアクトクラブ顧問 荒川先生、中居さん中

畑さん、ようこそお越し下さいました。本日は年次大会、韓国

派遣の報告をよろしくお願いします。 

●伊藤 松寿さん 

8月24日ベスを連れて岐阜で行われた｢交換学生オリエンテーシ 

ョン｣に出席して来ました。１月に来日した３人に加え５人の新 

人も参加しました。８人中ベスが一番日本語が上手かったので 

チョっと自慢でした。 

●小田 博司さん 

プレゼント 花見て思い 妻の歳かな …有難うございました 

●岡田 贊三さん 

久し振りの出席です。 

●洞口 良一さん 

アルコ工業の取締役会長であった大雄寺 幸夫さんが亡くなり 

昨日29日葬儀を執り行わせて頂きました。西ロータリーの会員 

であった中林和夫さんも同様に、イチブングループとそれぞれ 

の会社を支えて頂いた大先輩でしたので大変寂しい思いをして 

います。西ロータリーの会員の皆様にも御会葬いただきありが 

とうございました。 

●塚本 直人さん 

先日、第62回神宮式年遷宮お白石持ち行事に参加して参りまし 

た。なかなか参加できないのでありがたかったです。心身とも 

に清めて頂き、これからの20年間働きたいと思います。 

 

 

●河尻 浩次さん 

本日は急遽本部へ出張となり欠席させて頂きますのでよろしく 

お願いします。さて今夜と明後日、大垣共立銀行がＴＶの全国 

放送に登場します。今夜は９時から５チャンネル「金スマ」に 

羽島支店が登場します。高山支店のひだ１号(バス)は次回放送 

で出てきます。そして9/1(日)「半沢直樹」に東京支店がロケ現 

場として登場します。｢東京中央銀行｣の福岡支店という設定で、 

東京支店の行員もエキストラで出演します。是非とも皆さん、 

ご覧いだきますよう宜しくお願いします。 
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