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   ロータリーに輝きを 

波乗り  蜘手 康介

＜会長の時間＞ 
「ドイツ人建築家から観た合掌」  

昭和１１年１０月に白川郷を訪

れたドイツ人建築家のブルーノ・

タウト氏が、白川郷の建築に関し

て、我々日本人にはなかなか見だ

し難い見解を述べているのは面白い。その面白いという点は、白川

郷のような奥深い山村の建築に西洋の一流建築が 構造の合理性

と生き生きとした精神 を見出したところにある。 

タウト氏によれば『従来の日本建築においては一般に構成的要素

の欠乏に欠陥があると信じられてきたが、必ずしもそう断言できる

ものでなく、伊勢神宮や桂離宮あるいは仏教建築のあるものは極め

て構成的であり、世界の建築において最も高い地位を占めるもの

だ』ということである。 

民家建築では白川村の大家族が代表的で、この建築の合掌屋根は

立派な三角結合を成し、中世欧州の民家に酷似しており、巨大な筋

違材は風圧や地震に対抗し、屋根の圧力は最下階において外柱によ

り極めて論理的に支えられており、ゴジック式と名付けるべきもの

だ、とさえ説いている。 

それゆえ、白川の民家が他の地方の民家よりもはるかに巨大であ

る点が注目されるのではなく、また伊勢神宮や桂離宮や東大寺より

はるかに小さくとも、その芸術的価値においてはるかに高いという

のはその構成的要素がきわめて簡潔に力強く表現されているから

にほかならない。 

タウト氏はいう『原理こそ絶対に現代的なものである』と。原理

とはすなわち建築における構成的要素であり、それは創造の支柱で

あり、結晶である。創造にとってはすべてのものは常に新しい。白

川の大家族制に基づく古い民家が、西欧建築家タウト氏によって新

しく見直されたということは、我々日本人の特に注目すべきことで

あろう。 

孔子の教えの三つ目は、 匹夫も志を奪うべからず…自らが決めた

志というものは、身分の低い若者のものであっても奪うことは出来

ない。  

 

＜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 102円（現行どおり） 

◎ガバナーより 

・地区大会登録のお願い    

・クラブ立法案手続きについて 

（ロータリー文庫資料目録-総括ダイジェスト版1998～2013-） 

◎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(月・祝)   10：30スタート  

場  所   飛騨高山カントリークラブ   

会  費  ３,０００円    申込締切   ９／３ 

 

◎光記念館より 

・光ミュージアム開館15周年記念特別展のご案内 

北斎・広重・大観・玉堂・松園 他    

期日  9月13日(土)～12月9日(火) 

 

＜例会変更＞ 

 高  山 ………  9月18日（木）は、 

高山3ｸﾗﾌ゙ 合同ｶ゙ ﾊ゙ ﾅー 公式訪問のため、ﾎﾃﾙｱｿｼｱ高山ﾘｿ゙ ﾄー に変更 

10月9日（木）は、定款第6条第1節により休会 

高山中央 ………  9月15日（月）は、 

法定休日（敬老の日）ため 休会 

9月22日（月）は、18日（木）12：30～ 

高山3ｸﾗﾌ゙ 合同ｶ゙ ﾊ゙ ﾅー 公式訪問のため、ﾎﾃﾙｱｿｼｱ高山ﾘｿ゙ ﾄー に変更 

10月13日（月）は、 

法定休日（体育の日）のため 休会 

＜受贈誌＞ 

   台北東海ＲＣ（活動計画書および会員名簿） 

 

 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞     ＩＡ委員会 

委員長  大村 貴之 

本日は インターアク

ト委員会の担当例会です。

飛騨高山高等学校インタ

ーアクト部顧問荒川先

生・インターアクト部岡田 

莉乃さん・切手 晴菜さん

にお越しいただきました。 

 

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 40名 － 40名 47名 85.11％ 
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岡田さん 切手さんは 7月23日から行かれました韓国派遣

について、後程報告をしていただきますのでよろしくお願いし

ます。 

また、本日 8 月 9・10 日のインターアクト年次大会の報告も

行う予定でしたが、台風11号接近のため 年次大会が中止とな

りました。インターアクトクラブの生徒さんたちは、毎年の年

次大会を非常に楽しみにして見えたそうで、残念で仕方ありま

せん。私自身も初めて年次大会に参加できる機会でしたので、

前日の浴衣例会のお酒を控えて万全な体調で参加しようと考え

ておりましたが非常に残念でした。 

パンフレットと大会Ｔシャツが届きましたので、簡単に説明

し報告とさせていただきます。今年度は 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が担当でした。

生徒・顧問教師合わせて３４校 403 名の参加予定でした。次期

ホスト校 関商工高校 スポンサークラブ 関中央ＲＣです。

３年生の皆さんは卒業となりますが、１年生の皆さんには来年

の年次大会を楽しみにしていただきたいと思います。 

最後に 記念Ｔシャツを披露します。Ｔシャツに書かれてい

るのが四日市のマスコットキャラクター『こにゅうどうくん』

です。以上報告に代えさせていただきます。 

引き続き 韓国派遣報告を岡田さん 切手さん その後 荒

川先生にもお話していただきますので よろしくお願いします。 

 

 

飛騨高山高等学校ＩＡＣ 

切手 晴菜さん 

今回の研修でたくさんの経

験をさせてもらいました。そ

の中で韓国の文化について発

見したことが３つあります。 

 １つ目は、美容に対する意

識がものすごく高いというこ

とです。ホストファミリーの子は常に携帯や鏡で髪の毛などを

気にしていました。日本でも、トイレに行ったときに化粧直し

をしたりするけどホストファミリーの回数には驚きました。 

 二つ目は、ものすごく遊ぶということです。行く前は１１時

くらいには寝れるかなぁと思っていました。しかし韓国に行っ

てみるとそんなに早くは寝られませんでした。朝は９時くらい

から動き出して、帰りは１０時半とかに帰ってきました。移動

にタクシーを使っているのは驚きました。しかし、韓国のホス

トファミリーの子は全く疲れた顔をしていませんでした。二日

目は友達と集合して、水族館やゲームセンターに連れて行って

くれました。これはその時の写真です。洗面台や冷蔵庫、自販

機などを水槽にしていました。アザラシの前で一緒に写ってい

るのはホストファミリーのひょーびんです。すごく優しくして

くれました。その次の写真はこうもりとりすです。水族館なの

にこうもりとりすがいるのに驚きました。三日目はエバーラン

ドにみんなで行きました。日本よりスリルがある乗り物ばかり

ですごく疲れました。エバーランドの中に噴水が出てくるとこ

とがありました。 

そこでみんなでべたべたになりながら遊びました。すごく楽し

かったし、前日より仲良くなった気がしました。四日目はエバ

ーランドで一緒に行動したメンバーとみんなで光化門
こうかもん

を見に行

きました。これはその時の写真です。ホストファミリーの子が

英語で説明してくれたのでこの建物がどういうものか分かりま

した。 

 三つ目は食べる量です。たくさん食べることは知っていたけ

ど予測をはるかに超えていました。韓国では、何個か頼んで、

みんなで分けて食べるという習慣がありました。しかし、みん

なで食べるにしてもたくさん注文していました。 

この写真は二日目の昼にホストファミリーとステーキを食べに

行った写真です。次々と料理が運ばれてきて驚きました。 

次の写真二枚はサムギョプサルです。焼いたキムチと豚肉をま

いて食べました。すごくおいしかったです。 

この写真はエバーランドに行った後ホストファミリーと食べた

夕ご飯の写真です。このお店はドラマの撮影に使われたところ

だそうです。伝統的な料理が出てきました。しかも料理を肩に

乗せて運んでいたのは初めて見ました。 

最後の写真はホストファミリーのお母さんとお姉ちゃんです。

白い服がお母さんです。 

ピンクのTシャツがお姉ちゃんのカンスルビです。 

ホストファミリーには本当によくしていただきました。私は韓

国語が話せず、伝わらず困ったこともあったと思います。しか

し、ホストファミリーはそんな私に通訳のアプリや英語で韓国

の文化についてたくさん教えてくれました。最後のほうは話し

ている雰囲気や動作を見て何を言っているか分かったけどもっ

と勉強していくべきだと思いました。わたしのために、遠いと

ころまで韓国の伝統的な料理をごちそうしてくれたり、エバー

ランドで水で遊んでべたべたになった私たちを迎えに来てくれ

たり、日本に帰るときにたくさんお土産をくれたりと本当によ

くしていただきました。温かいホストファミリーに出会えてよ

かったです。みなさんのおかげで韓国と日本の違いを発見する

ことが出来ました。また韓国に会いに行きたいです。ありがと

うございました。 

 

 

飛騨高山高等学校ＩＡＣ 

   岡田 莉乃さん 
このたびは、高山西ロ 

ータリークラブの皆様

のおかげで、韓国での研

修を無事終えることが

できました。ありがとう

ございました。切手と同

じように 研修報告書

に書かせていただいた作文を読ませていただき、その後、その

時の写真を使い説明したいと思います。それでは、報告をさせ

ていただきます。 

今回の韓国派遣を通して、たくさんの経験をすることができ

ました。海外に行くのは初めてで、言葉や文化も違う韓国での

５日間の生活に大きな不安を抱えていました。しかし、そんな

不安はすぐになくなりました。歓迎会の夕食でホストファミリ

ーと対面し、とても温かく迎えてくれました。 

 家にはホストシスターとその両親と猫が２匹いました。２日

目に猫アレルギーが発覚し、韓国の病院へ行き飲み薬と目薬を

もらいました。ホストファザーは、韓国語で書いてある薬の説

明を英語で教えてくれました。また、私のために猫をベランダ

に出してくれるなどの気遣いもしてくれました。その後は、ホ

ストシスターとその友人と日本のインターアクターの８人で４

日間、いろいろ遊びに出かけてご飯を食べたり、ショッピング

をしたり、とても充実していました。ビビンバやサムギョプサ

ルの他、初めで食べる韓国料理を食べに連れて行ってくれたり、

家で作ってくれました。韓国の朝ご飯は、朝からキムチを食べ

るし、ボリュームがあり驚きました。１番驚いたのは５日目の

朝にプルコギが出てきたことです。朝からと思いつつも、どれ

もおいしいのでたくさん食べられました。 

 ４日目の夜、私が買って帰りたいと言っていたものをお土産
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にくれました。雑穀米4キロを2袋、柚子茶の瓶を2本、韓国

海苔をたくさんもらいました。スーツケースと同じくらいの大

きさの箱にいっぱい詰めてくれました。本当に温かい家族に出

会えたと思います。 

 この韓国へ行くという貴重な経験を通して、言葉や文化は違

っても通じるものがあり、コミュニケーションの大切さを実感

しました。それと同時に、自分の無力さに痛感した部分もあり

ました。5日間で日本のよさ、韓国のよさを感じ、自分の視野を

広げることができました。このような機会を与えていただきあ

りがとうございました。 

それでは、写真を見ていただきたいと思います。 

 

飛騨高山高等学校ＩＡＣ顧問    荒川 一弘 先生 

 本日はお招きいただき有難うございます。とはいいましても

年次大会が中止となりお話しする事がないので、10 月の飛騨地

区研修会についてお願い申し上げご挨拶とさせていただき失礼

いたします。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●高山中央ＲＣ 岩垣津 亘 様 

本日はお世話になります。よろしくお願いします。 

●高山中央ＲＣ 永井 信次 様 

お邪魔します。宜しくお願いします。 

●田中 武さん、門前 庄次郎さん 

本日は飛騨高山高校インターアクトクラブ顧問の荒川先生、そ

して部員の切手晴菜さん、岡田莉乃さんに来て頂いております。

ようこそお越しいただきました。今年のインターアクトの年次

大会は、台風で中止になり部員の皆さんは大変残念がっておら

れる事と思いますが、韓国派遣は無事行って来られたようで良

かったと思っております。お二人の韓国での体験談を楽しみに

しておりますので、よろしくお願いいたします。また高山中央

ロータリークラブの永井信次様、岩垣津亘様にも来訪いただい

ております。ようこそお越しいたただきました。 

●大村 貴之さん 

飛騨高山高校、荒川先生岡田さん切手さん、ようこそお越しい

ただきました。韓国派遣報告をよろしくお願いします。 

●米澤 久二さん､遠藤 隆浩さん､垣内 秀文さん 

飛騨高山ＩＡＣの荒川先生はじめ生徒の皆様、ようこそいらっ

しゃいました。荒川先生、今年度もよろしくお願いします。 

●古橋 直彦さん 

永井信次さん、岩垣津亘さん、ようこそお出で下さいました。 

本日は秋の高山祭年行司会のため早退いたします。理事会も欠 

席となりますので悪しからず。 

●小瀨 真之介さん 

高山中央ＲＣ岩垣津様、永井様のご来訪歓迎いたします。 

●野戸 守さん 

やっと例会出席する気になりました。以後養と体力づくりをし 

ます。 

●社会奉仕委員長 鴻野 幸泰さん 

野戸さんお帰りなさい。無理せずにして下さい。荒川先生お久 

しぶりです。お元気でしたか？ようこそお越し下さいました。 

●遠藤 隆浩さん 

昨日、当事務所のセミナーに田中会長はじめ何人かの会員の 

方々にご参加いただき本当にありがとうございました。これか 

らも出来たら継続していきたいと思います。宜しくお願いしま 

す。 

●小森 丈一さん 

昨日、遠藤隆浩税理士事務所主催のセミナーで良い話を聴きま 

したのでニコニコへ。盛会おめでとうございました。 

●岡田 贊三さん 

市長選が無投票となり、応援活動は一日だけとなりました。お 

蔭で楽をさせてもらってます。 

●堀川 和士さん 

本日の市民時報釣り情報をご覧ください。 

●井上 正さん 

出張と重なりなかなか出席できず大変申し訳ございませんでし 

た。昨日は9/21の大会に向けてソフトミニバレーボールの練習 

を始めました。しかしながら１人での参加でしたので、何卒1 

勝して田中会長主催の懇親会を盛大に開いていただくべく、選 

手の皆様、9/4山王小、11江名子小にて19:30～練習にご参加下 

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

●小田 博司さん 

久々の出席です。妻の誕生日に花束をいただきました。有難う 

ございました。お陰様で香りと鮮やかさが映えて、居間の雰囲 

気が変わりました。 

●新井 典仁さん 

私事で恐縮ですが、先日上越市で上杉謙信公祭りというのがあ 

り行って来ました。居城の春日山城にも初めて登り、戦国ファ 

ンの私としては感慨深いものがありました。 
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