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   世界へのプレゼントになろう 

波打ち際の攻防  蜘手 康介 

高山西ロータリークラブ

＜会長の時間＞ 
本日、洲岬ガバナー補佐に於

かれましては西クラブに２回目

の訪問になります。濃飛グルー

プに所属するクラブは昨年まで

は8クラブ、現在は7クラブあ

り、基本的にガバナー公式訪問時までにガバナー補佐は各クラブに

2回訪問されます。高山以南には下呂も含め4クラブありますので、

ここ2ヶ月の間に猛暑の最中に計8回訪問をされた事となります。

お疲れ様でした。 

第１回の訪問時にはＲＩ会長のテーマ、岡田ガバナーのスローガ

ンを各クラブの会員に伝えられ、ご自身は各クラブから地区に対す

る意見、要望を聞き地区とクラブのパイプ役を努めたいと申されて

いました。本日は2回目の訪問です。9月11日に高山3ロータリ

ークラブを岡田ガバナーが公式訪問されます。その前に濃飛グルー

プのガバナー補佐として、各クラブの活動状況の聞き取りとか地区

への意見、要望がないかの確認の訪問になると思います。本日は宜

しくお願い致します。 

さて、櫻山八幡宮の責任役員時代、毎月1日、月次祭（つきなみ

さい）と言う月毎のお祭りがあり、引き続き責任役員会が開催され

ます。この時、屋台会館担当者から初めて昇龍道（昇る龍の道と書

きます）と言う言葉を耳にしました。今から3年程前になります。 

能登半島を龍の頭に見立ててそこから金沢、白川郷、高山、松本と

龍がうねり三重県伊勢神宮の辺りがシッポで、その形が丁度龍が天

空にかけ登る形に似ている所から命名され、主に中華圏からの集客

を狙う。従って、屋台会館の集客も期待できる。その様に説明を受

けたと思います。 

その後、その昇龍道プロジェクトとは、国土交通省が外国人観光

客を呼び込む為に全国 7 地域に認定した広域観光周遊ルートの一

つで、この地域では中部9県が広域で連携し、各地の観光地を結ぶ

新たなルートをつくって海外に売り込む。2012 年に開始されたこ

のプロジェクトは、中部9県の自治体、経済団体、企業などが結集

し、中国・台湾・タイ・ロシアなど国や地域の旅行関係者を招いて

昇龍道を紹介しました。こうした努力もあって外国人観光客は増え

ていますし名前もじわり浸透してきました。政府が環境整備や PR

の費用に対し半額まで補助する。2020 年東京オリンピック開催の

年までに訪日客を2000 万人まで持って行くのが狙い。しかし、円

安やビザの緩和で日本への観光客は増加していてどこまでが昇龍

道効果なのかは不透明です。 

先日も1～7月の訪日客は前年同期比約47％増、約1.105万人と

大幅UP、これまで最速だった昨年より3ケ月早く1.000 万人を突

破、このままのペースでいけば年間で過去最高だった昨年を大幅に

上回る1.900万人で推移していて2020年東京オリンピック年まで

に訪日客を年間 2.000 万人にするとの政府目標の前倒しの達成も

射程圏に入ってきたとの報道でした。 

それでは、その内の何割が昇龍道を目当てのルート選択なのか、

または金沢、高山などメジャーな観光地だけが伸びているのではな

いか疑問です。昇龍道とは関係なく金沢、白川郷、高山、富士山、

伊勢神宮は人気の観光地だからです。はっきりした効果の検証は難

しいと思われます。また、時代とともに旅行の形態も変わりつつあ

ります。以前の様に団体客中心ならバスで移動できますが、 

現在は全体の約6割は個人旅行者、セントレアとか小松、冨山から

の観光地までのアクセスが不可欠ですが、現状では鉄道やバスの路

線の基盤が弱です。交通網のインフラ整備がまだ足りないと言う事

でしょうか。また、広域全体が魅力ある地域となる取り組みが求め

られます。古田肇知事も「点を磨き（地域の観光資源の質を高める）、

線としてつなぎ、回廊化（つまり建物をつなぐ廊下の様なアクセス）

をめざす」と言われていますので、中部9県が１つのブロックでま

とまると日本からの観光客の増加もはかれる広域観光地になれる

と思います。 

しかし、早々にチャイナショックです。1.900万人で推移してき

ている観光客は12月末までにどこまで伸びるのでしょうか 

 

 

 

 

＜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 124円（現行どおり） 

◎ガバナーより 

・2015-2016年度地区大会のご案内 

日    時  11月21日(土) 13：00開会点鐘   

22日(日)12：50閉会点鐘 

会    場   鈴鹿サーキット（国際レーシングコースエリア）  

   登 録 料   会員 10,000円  ご夫人 5,000円   

           マイカーラン（21日11：00～12：00 5,000円） 

  出席要請者   会長、会長エレクト、副会長、会計、幹事、 

副幹事、情報・広報正副委員長、会員増強 

正副委員長、職業奉仕正副委員長、奉仕プ 

ロジェクト部門正副委員長、新世代部門正 

副委員長、ロータリー財団正副委員長、米 

山奨学正副委員長、2012年7月以降入会会 

員 

登 録 締 切   9/25（金）例会時まで 
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◎公益社団法人高山青年会議所より 

・創立６０周年記念式典及び祝賀会のご案内 

日 時  10月3日(土)   記念式典 16:30懇親会19:00 

   場 所  高山グリーンホテル 瑞祥の間、天山の間 

登録料  10,000円 

 

 

＜出席報告＞ 

 
 
＜本日のプログラム＞ インターアクト委員会 

インターアクト委員長  

 下屋 勝比古 

 本日は飛騨高山高校イ

ンターアクトクラブより、

顧問の荒川先生と部長の

舩坂さんにお越しいただ

き、今月 15～16 日、お盆

真っ最中に関市で開催さ

れましたインターアクト年次大会についてご報告頂きます。 
 今期は飛騨地区研修会についても既に終了しており、また韓

国派遣はMARSのため中止となったため、ロータリーの関わる

インターアクトクラブの活動については、この年次大会が最大

にして最後の行事となりました。 
ロータリー活動の中でも、インターアクト支援は意義深い事

業であると思います。ここ数年、ロータリアンとインターアク

ター共同での活動が出来ておりませんが、今後何らかの形で計

画・実施出来る事を期待します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
飛騨高山高等学校インターアクトクラブ部長 舩坂 理沙 さん 
みなさん、こんにちは。 

私は飛騨高山高校インターアクト・ユネスコ部の部長の舩坂

理紗です。高山西ロータリークラブの皆様には、本校インター

アクト部を様々な形で援助していただきありがとうございます。 

この度、私たちインターアクト部員は8月15日、16日に行

われた年次大会に参加してきました。今年の年次大会は刃物の

町、関市で開催され、たくさんのインターアクターが参加しま

した。 

まず、一日目は来賓の方々やその他の色々な方々の話を聞き

ました。その中でも私は、大垣北高等学校に交換留学生として

通っている、ジェイコブ・マイケルカーリンさんの話が心に残

りました。約15分間のスピーチの中で日本来て驚いたことなど

をとても流ちょうな日本語で発表していてすごいと思いました。

私の学校にもノルウェーからビクトリアさんが留学生として飛

騨高山高校に通っていましたが、今年の 8 月にノルウェーに帰

国しました。最後には全校の前で、とても上手な日本語でスピ

ーチをして帰っていきました。彼女と友達になれて本当によか

ったです。 

また、中部学院大学の三木秀生さんの記念講演もありました。

現代のドラマなどの話も交えてお話をしてくださったので、い

ろいろなことが学べるだけでなく、とても楽しい講演でした。 

2 日目は、今回の年次大会のホスト校である、関商工高等学

校のバトン・トワリング部、吹奏楽部、書道部の方々のパフォ

ーマンスを見ました。飛騨高山高校にはバトント・ワリング部

という部活がないので、初めて見る素晴らしいパフォーマンス

に感動しました。吹奏楽部はマーチングバンド形式で、踊りな

がら楽器を吹いている姿を見てすごいと思いました。書道部も

今まであまり見たことがなかったので、見ることができて良か

ったです。 

今回はマーズの影響で韓国の高校生の方との交流はできま

せんでしたが、いろいろな方々のお話しが聞けて良かったです。

また、私たちは岐阜市少年自然の家に宿泊しました。私は乗鞍

少年自然の家にしか宿泊したことがなかったので、ほかの場所

がどんな宿泊施設か知ることができて良かったし、今まであま

り話したことがないインターアクト部員とも話して、交流を深

めることができたので良かったです。夕食、朝食は他のインタ

ーアクターがいる同じ食堂で食べました。自分たち以外にどん

な人がいるか分かって良かったし、自分にとって良い経験にな

りました。2日間の大会を良いものにすることができたかなと思

います。このように大会に参加することができるのも、日々ロ

ータリークラブの方々が色々な面で支援してくださっているか

らだと思います。本当にありがとうございます。来年も今年以

上に良い年次大会にしたいと思っています。それ以外の地域行

事なども一生懸命頑張りたいと思いますので、これからもご協

力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顧問 荒川 一弘先生 
第３８回 インターアクト年次大会報告 

（ホストクラブ：関市立関商工高校 スポンサークラブ：関中央RC） 

８月１５日（土） ８：００ 

高山駅前出発：斐太高校14名､飛騨高山高校14名（顧問各1名） 

IAC副委員長 山下さんに見送りをしていただく。 

１１：００ 

関市文化会館に到着。受付後、昼食。 

１２：００ 開会式 

 大会会長挨拶、関商工高校校長・関中央濃 RC 会長歓迎の

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 37名 － 37名 45名 82.22％ 
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ことば、来賓挨拶（関市長）、 

第２６３０地区ガバナー挨拶、韓国・国際ロータリー第

3600地区 インターアクト委員長挨拶 

 委員会報告 

本年度は韓国からの派遣学生はありませんでした。 

１３：００～１３：４０ 

交換留学生報告（大垣北高校 ジェイコブ・マイケル・カーリン 

オーストラリア ニューキャッスル出身 

１３：４５～１５：１５ 

記念講演(中部学院大学 三木秀生氏)「岐阜県の良いところ」 

「人生のモットー」 

1. 人生とは人に褒めてもらわなくても自分が良いと思える

ことを見つける。感動する心、疑問に思う気持ちを忘れな

い。 

2. 幸福、不幸はひとによって違うので、出来る限り物事を幸

福として見られるようにしたい。 

3. 悔いの無い人生はつまらない。悔いのある人生送りたい。 

「岐阜県に関すること」 

1. 趣味は岐阜県が登場する小説を収集すること。 

2. 岐阜県有効求人倍率１，５１倍 全国３位 東海１位。 

3. 地味な県を佐賀県と争っている。 

4. １年間に喫茶店に使用する金額全国１位。 

5. 岐阜県の良いところは自然災害が少ない。 

6. 喫茶店のモーニングサービスがある（アメリカ人に言うと

お祈りすることになってしまう）。 

7. 岐阜駅前の金色の信長公の銅像は岐阜市民には不評であ

るが、他県の人には好評である。 

8. 長良川が良い（人口４０万人の都市を流れている川では際

立って美しい） 

9. 男性の平均寿命  78.10 歳・・・９位 女性の平均寿命  

84.33歳・・・39位 森林の面積率・・・２位 

10. ゴルフ用具購入額・・・６位 ハンバーガー購入額・・・

５位 教育費・・・７位 中華食事代・・・４位 

11. 岐阜県は方言が特徴的で豊かである。（明日家におらん、

そんなことしん、自転車はケッタ、模造紙をB紙、信号が

ぱかぱかする。画鋲はがばり、まわしをする、ゴミをほか

る、お金をこわす、鍵かった etc） 

12. 興味がある方は、出身地鑑定!! 方言チャート（東京女子

大学）と検索しホームページに行くと自分の出身地がわか

ります。 

「日常の日本語の語源に関して、実際に調べた例」 

地団駄を踏む・・・玉鋼の産地である島根県安来市において、

古代の製鉄所「たたら場」で使われていた足踏み式のふいご「地

踏鞴（じだたら）」を踏んで炉の中に空気を送る様が、悔しがっ

て地面を激しく踏むのに似ており、「じだたら」→「じだた」→

「じだんだ」になったという。このたたら場はアニメ『ものの

け姫』の舞台にもなっており、作品中にも大勢で「地踏鞴」を

踏むシーンが出てくる。 

どじょうすくい・・・安来節に含まれる踊り。どじょうは「土

壌」の意で、かごに砂鉄を集める作業を模したものが語源であ

る。 

油断大敵・・・比叡山延暦寺では最澄が最初に火をつけてから

200年もの間御灯明を燃え続けています。常に菜種油を絶やさな

いようにしなければならない。そこから、油を断たないように

気をつけなさいという言葉が生まれた。 

頑固一徹・・・大垣の曽根城主稲葉 一鉄（いなば いってつ）

は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将であり、土岐氏、

斎藤道三から斎藤氏 3 代、織田信長、豊臣秀吉に仕えたが、織

田信長の言うことも効かなかったことから頑固一徹という言葉

が生まれた。 

「平家物語の研究」 

以下の平家物語の一節を実証するために、実際に１００枚卒塔

婆を流してみる。種子島に着くことが多かった。何事も実際に

確かめないとわからない。平家物語に登場する場所にはすべて

訪問している。 

清盛は１０年ほどで「平家にあらざれば人にあらず」と言わ

れるほどの権勢を手に入れたが、その奢りが都人のヒンシュク

を呼び、アンチ平家の火種がくすぶり始める。そして、1177 年

「鹿ヶ谷事件」が起きる。京都東山の鹿ケ谷（ししがたに）の

僧・俊寛の山荘において、後白河を中心に丹波少将成経、平判

官康頼（へいほうがんやすより）、俊寛らが平家打倒の謀議をひ

らいた。参画した一人が清盛に密告して斬首・流罪となる。成

経、康頼、俊寛らは、［鬼界ヶ島］（硫黄島ともいう。鹿児島か

ら船で4時間、硫黄島(いおうとう)とは別の島です。）へ流され

る。康頼がこの地で出家し、あまりの故郷恋しさに、中国の故

事にあるように千本の卒塔婆を作り、梵字とともに望郷の和歌

を記して「せめて一本なりとも都に伝えてくれ」と海上に流す。

そのうちの一本の卒塔婆が厳島（宮島）に流れつく。そのこと

が京都に伝わり、中宮懐妊（のちの安徳帝）による安産祈願の

ため、特別の大赦があり、成経、康頼の罪も解かれることにな

った。 

 １５：３０～ 

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１６日（日） 

６：００ 起床、掃除  ７：００ 朝食 

８：３０ バスにて関市文化会館移動 

９：３０ 会場にて高山 RC IAC 委員長長岡さん・西村さんと合流 

開会宣言 

 インターアクト年次大会実行委員長挨拶 

 ローターアクト報告 

９：４０～１１：３０ 

アトラクション 関商工高等学校 バトントワラー部 、吹奏

楽・マーチングバンド部  

アトラクション 関商工高等学校 IAC書道部  

〈「花燃ゆ 大和魂 吉田松陰」 の書道パフォーマンスを行う。 

１１：３０～１２：００ 閉会式 

 講評 竹腰プロジェクト部門カウンセラー（） 

 次期ホスト校（三重県セントヨゼフ女子学園高校）、スポ

ンサークラブ（久居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 

１２：１０ バスにて美濃を出発。１３：５０ 高山駅前到着  

 
 
ガバナー補佐ご臨席クラブアッセンブリー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第2630地区濃飛グループガバナー補佐 洲岬 孝雄 様  
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洲崎ガバナー補佐をお迎えし、各委員会より今年度の事業内 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
各委員会より、今年度の事業内容についての基本方針と活動

内容についての報告がありました。途中、例会の終了の点鐘の

後、挾土さんまでの報告が無事行われました。 

最後に洲崎ガバナー補佐より講評があり、今年度のクラブの委

員会活動について確認いただきました。 

 
 

 
＜ニコニコボックス＞ 

●濃飛グループガバナー補佐  洲岬 孝雄 様 

本日 2 回目の訪問をさせていだきました。よろしくお願いいた

します。 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 
・洲岬ガバナー補佐の2度目のご来訪を歓迎いたします。本日 

はよろしくお願いします。 

・荒川先生と舩坂さんのご来訪を歓迎いたします。本日はよろ 

しくお願いします。 

●伊藤 松寿さん 

濃飛グループガバナー補佐 洲岬 孝雄 様のご来会を心より歓

迎いたします。今後益々のご健闘を祈念します。 

●平 義孝さん、小森 丈一さん 

洲岬ガバナー補佐の 2 度目のご来訪を歓迎いたします。卓話を

楽しみにしています。 

●山下 明さん 

家内の誕生日に素敵な花を贈っていただいてありがとうござい

ました。 

●塚本 直人さん 

子供達の夏休みが無事に、そしてようやく終わりました。朝晩

の空気もすっかり秋の気配です。これからは秋の夜長をしばら

く楽しみます。季節の区切りですのでニコニコを。 

●井上 正さん 

大変遅くなりましたが、8月7日の納涼ゆかた例会には皆様にご

出席戴き誠にありがとうございました。至らぬ点も多々ありま

したが、皆様にとって好意と友情を深められる機会となりまし

たら幸いに存じます。ジャンケン大会で昨年の決勝に続き今度

は担当委員長にも関わらず優勝してしまい誠に申し訳ございま

せんでした。全て謹んでニコニコに。 

 

 

Ｓ Ａ Ａ          クラブ奉仕委員会
蜘手 康介 委員長    門前 庄次郎 委員長

会員増強委員会        職業分類・会員選考委員会
垣内 秀文 委員長       田近 毅 委員長

出席・プログラム委員会   ロータリー情報委員会
新井 典仁 委員長      内田 幸洋 委員長 

職業奉仕委員会       社会奉仕・ヘルス委員会
鴻野 幸泰 委員長     向井 公規 委員長 

環境保全委員会                 青少年育成委員会 
委員長代理  塚本 直人 委員           大村 貴之 委員長

インターアクト委員会      国際奉仕・友好クラブ委員会

下屋 勝比古 委員長            伊藤 松寿 委員長

ロータリー財団委員会      米山奨学委員会
    山下 明 委員長              挾土 貞吉 委員長

会報委員会        親睦活動・趣味の会委員会
    塚本 直人 委員長             井上 正 委員長 

ニコニコ委員会        雑誌・広報委員会
田中 晶洋 委員長       山下 直哉 委員長
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