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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   古橋 直彦 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     塚本  直人  

                               

 

   世界へのプレゼントになろう 

春の気配    蜘手 康介 

高山西ロータリークラブ

インターアクト委員会 

 ＜会長の時間＞ 

会長の時間も残り数回となりまし

た。今週と来週に亘り私の趣味の話を

させて頂きます。 

「高級時計は男を魅了する」・・・

時計雑誌のキャッチコピーです。私も一時数多くの機械式時計を所

有する熱心なマニアでした。 

10 数本ほど集めていました。日本において、他のメーカーより頭

一つ抜けでた存在との評価がある、世界3大高級時計メーカーと言

われる パテック・フィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタン、

オーデマ・ピゲなども持ち歩きました。 

さて、従来身につける時計は懐中時計でした。時計というよりは

装飾品としての価値を求められるものであり、女性が公の場で自ら

を着飾る大切な一品でもありました。常に身体からつりさげられ多

種多様な方向に振り回されたり、重力の影響をうけたりするために

正確な時を刻む事はたやすいことではありませんでした。この問題

を解決したのが「ブレゲ」と言う天才時計職人が生み出した「トゥ

ールビヨン」と言われる簡単に言うと重力を打ち消すメカニズムで

す。その懐中時計の頂点に立つとされる物はマリーアントワネット

がブレゲに注文したもので「マリーアントワネットの懐中時計」と

呼ばれる機械式時計の至宝です。この驚異の複雑機構を備えた時計

はブレゲが亡くなってから4年後に弟子が完成させています。注文

したマリーアントワネットに至っては完成の30 年も前に断頭台の

露と消えていました。 

腕時計が誕生したのは19 世紀後半の頃でした。ポケットからい

ちいち取り出して確認する懐中時計より機敏性、迅速性を要求され

る軍隊での需要が発展の契機となりました。1870 年にはドイツ皇

帝のヴィルヘルム1世がドイツ海軍用に腕時計2.000個を製作させ

たという記録があります。また、腕時計はある冒険家のために作ら

れたことによって一気に普及したとも言われていています。ブラジ

ルの大富豪で空の英雄であったサントスが、飛行機を操縦する際、

手軽に時を知りたいとの願いから腕に着ける時計の開発を依頼さ

れ製作したのがフランスのカルティエ社です。その洗練された角形

ケースの腕時計はその後一般発売されるようになり、サントスは現

在でもカルティエの代表的な製品として市販されています。 

第一次世界大戦は腕時計の普及を促す契機となり、多くの懐中時

計メーカーが腕時計の分野へ転身。こうして男性の時計は腕時計に

完全に移行しました。 

機械式腕時計は手巻きのものと自動巻きのものとがあります。自

動巻き機構は1770 年には発案されていましたが、ポケットに治ま

った状態で持ち運ばれる懐中時計では有効には働かず、慣性が働き

やすい腕時計においてはじめて効果を発揮する事となりました。 

時計内に半円形のローターが組み込まれており、そのローターが回

転して、ゼンマイを巻きあげます。巻き上げがより効率的になった

全回転式ローター自動巻きはロレックス社が開発。パーペクチュア

ルの名で市販されオイスターケースと呼ばれる防水機構と共にロ

レックス社の名を世に知らしめました。 

それでは、日本の腕時計の歴史はといいますと、1913 年（T2）

服部時計店（現在のセイコー）が国産初の腕時計を発売。その名も

「ローレル」。腕時計専用の機械として開発されたものではなく、

懐中時計の機械を腕時計ケースにおさめたもので、デザイン的にも

懐中時計の面影をとどめています。1955年（S30）には、国産初の

自動巻き腕時計「セイコーオートマチック」が発売されました。1964

年の東京オリンピックの公式記録時計として、海外のメーカーを抑

え、セイコーの機械式ストップウォッチが採用になり、これを契機

に日本製時計が世界的に認められるようになっていきます。 

現在、世界の高級時計と呼ばれるものの殆んどは機械式です。そ

の多種多様な機械式腕時計の生産には苦難の時代もありました。セ

イコーがクオーツ時計の市販を開始した事に始まるクオーツショ

ックと呼ばれるものです。そのクオーツショックの話は次回にしま

す。 
 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ会員表彰担当チームより 

 ・新会員推薦者  

レベルBlue認証ピン 

 榎坂さん推薦者  

阪下 六代 氏へ 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・６月のロータリーレートについて１ドル １１０円（現行どおり） 

◎次期インターアクト委員会より 

・高山地区インターアクト懇談会開催のご案内 

   日 時  ７月７日（木） 午後７：００～ 

   場 所   「宝生閣」 高山市馬場町  TEL 34－0700 

  出席者   次期会長、次期ＩＡ委員長、次期ＩＡ副委員長 

◎ガバナー、地区代表幹事より 

 ・台湾地震義捐金送金のご報告 

◎ＲＩ2016年規程審議会2630地区審議会議員 竹腰 兼壽 氏より 

 ・2016年規程審議会 提出立法議案採決結果一覧表 

◎ロータリーの友事務所より 

 ・ご投稿のお願い 「友愛の広場」内の新設コーナー 

『わがまちの味(仮)』 料理の写真とその紹介文100字以内 

＜受贈誌＞ 

東京麹町ＲＣ（創立50周年記念事業『想い出草』）、(財)米山記 

念奨学会（ハイライトよねやま１９４）、社団法人高山市文化協 

会（広報高山の文化、高山メセナメイト会報）  
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＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞ インターアクト委員会 

委員長  下屋 勝比古 

本日はインターアクト委員会担

当例会に、飛騨高山高校インター

アクト部から部長の舩坂理紗さん

と顧問の荒川一弘先生のお越しい

ただきました。 

私の委員長としての職務は今日

で終わりとなりますが、インターアクトクラブは4月から新年度の

活動を行っていますので、その報告をして頂きます。よろしくお願

い致します。 

 
 
飛騨高山高等学校  
インターアクト部部長 
  舩坂 理紗さん 

みなさんこんにちは。

私は飛騨高山高校３年

インターアクト部部長

の舩坂理紗です。日頃は

高山西ロータリークラ

ブのみなさんには経済

的な面ばかりでなく、様々な助言や大会の運営等でお力を貸してい

ただき大変お世話になっております。ありがとうございます。 
私たち飛騨高山高校インターアクト部は主に月曜日と金曜日に

活動をしています。その内容は校内や郊外の階段掃除、発展途上国

の子どもたちにワクチンを送るためにペットボトルのキャップを

回収しています。清掃活動では普段の掃除で取りきれない角まで綺

麗にできるように努めています。１・、２，３年生が心をこめて協

力しながら掃除をしています。金曜日には洋画を鑑賞し、セリフを

研究して英会話の力をつけるようにしています。 
私が１年生の時は台風のために年次大会に参加することができ

ませんでした。昨年、初めて年次大会に参加することができました。

いろいろな話を聞いたり、交流ができて良い経験になりました。し

かし昨年は韓国でマーズが流行していたために韓国人留学生との

交流などはできませんでしたので、今年は是非交流したいと思って

います。 
文化祭では毎年フェアートレードの商品を販売し、フェアートレ

ードの啓蒙活動をしています。 
１２月には、昨年で５回めになりますユニセフ ハンド・イ

ン・ハンド募金も行っています。募金後には、ユニセフの活動に関

する勉強会も行っています。 
以上のような様々な活動が行うことができるのも日頃から高山

西ロータリークラブの皆さんが支援してくださっているおかげだ

と思っています。ありがとうございます。 
 私たちの活動が高山の活性化の第一歩となるようこれからも更

に邁進していきますのでご協力をお願い致します。ありがとうござ

いました。 

 

飛騨高山高等学校 

インターアクト部顧問 

 荒川 一弘 先生 

本日は、例会にお招き

いただきありがとうご

ざいます。飛騨高山高等

学校インターアクト部

の顧問を今年度も勤め

させていただきます荒

川一弘でございます。インターアクト部の顧問になりまして、１０

年目を迎えました。飛騨高山高校に赴任いたしまして、１４年目に

なりました。 

 高山西ロータリークラブの皆様には、日頃、本校インターアクト

部に多大なご理解とご支援をいただき誠にありがとうございます。

また年次大会参加、韓国派遣と物心両面での援助を頂きありがとう

ございます。今年は残念ながら韓国派遣がかないませんでしたが、

１年・２年生の中には来年是非言ってみたいという生徒がおります

のでよろしくお願いいたします。本日は、私と部長の舩坂 理沙の

２名が参加いたしております。昨年度の活動報告、今年度の活動計

画について説明をさせて頂きます。  

 昨年度は、普段は校内の清掃やペットボトルのフタの回収を中心

にボランティア活動をしています。昨年度は、ポリオワクチンを１

０名以上は買うことができたと思います。大村さんには今年もお世

話になることと思います。よろしくお願いします。国際交流を目的

として映画を使って映画を学習しています。文化祭では、フェアー

トレードをテーマにして、ポスターによる啓蒙活動とフェアートレ

ード商品の販売をしています。チョコレートやシリアルバーが人気

ですが、フェアートレードが何であるのかを知らいない生徒や保護

者の方も多く商品を実際に買っていただくことで効果があると思

います。 

 今年は一年生が７名入部してくれました。２年生も新たに入部し

た生徒も多く１３名が入部し、３年生１５名の３５名の大世帯にな

りました。入部する生徒の中にはボランティア活動を希望する生徒

も多く、留学をしたいと考えていたり、英語を学ぶことに関心を持

っている生徒が入部しています。今後は、いかに魅力あり、かつ活

発な部活動にするかが課題であると感じております。 

地域社会に貢献する活動も、ロータリークラブの方々だけでなく、

様々な組織の方々から声をかけて頂き、学校外の活動も増え、うれ

しいかぎりです。昨年は coop 岐阜、NPO はたらくねっとと共に１

２月の初旬にユニセフ募金を５年連続でフレスポで行いました。６

万円近くの募金を集めることができました。募金後に、ユニセフの

事務局の方と募金の趣旨、募金がどのようにつかわれているのかに

ついての勉強会を行いました。発展途上国の子どもたちの保健、栄

養、水と衛生、教育、子どもの保護など、１５０以上の国と地域で

行われているユニセフの活動全体を支えている募金であることを

学び、ただ募金するのではなく、何かを学んだ上での募金活動は意

義があるものであると感じました。 

募金中には、ユニクロの店長さんから声をかけていただき、ユニ

クロが現在積極的に取り組んでいる古着回収について説明をいた

だき、古着を難民キャンプに送っているという社会貢献活動とイン

ターアクト部の活動趣旨が共通であることから今年度は文化祭等

でユニクロと共同で何かのプロジエクトをすることを計画してお

ります。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 33名 １名 34名 43名 79.07％ 

本日 32名 － 32名 43名 74.42％ 
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ALTが常駐でなくなったことで、なかなか外国人との国際交流活

動ができませんが、洋画を通じて英語力をつけようという活動を積

極的に取り組み、一歩一歩ですが、地域ばかりでなく国際的な交流

活動にも範囲を広げ、もっともっと積極的に活動していきたいと思

います。６月には外務省の高校講座という講演会後に行われる懇談

会にインターアクト部が中心となって参加することになっていま

すので、国際交流に目を向ける生徒が少しでも増えることを望んで

おります。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●古橋 直彦さん、堺 和信さん 

①本日はインターアクト委員会担当例会です。飛騨高山高校の顧問 

荒川先生、部長の舩坂理沙さんにお越しいただきました。お話し 

を楽しみにしていますのでよろしくお願い致します。 

②先週の新緑例会には沢山の会員・ご家族の皆様に参加頂きありが 

とうございました。一部ボーリング大会、二部懇親会並びに表彰 

式と大変盛り上がりました。親睦活動委員会の皆様ありがとうご 

ざいました。 

●下屋 勝比古さん､米澤 久二さん､垣内 秀文さん 

飛騨高山高校インターアクトクラブの舩坂さん・顧問荒川先生のご

来訪を歓迎します。お話しとても楽しみにしています。 

●井上 正さん、鴻野 幸泰さん 

先週土曜日の新緑例会には多数の会員皆様並びにご家族にご参加

頂き誠にありがとうございました。また会員皆様より多数の賞品を

ご提供いただき、お陰様で大変盛り上がりました。この場をお借り

し厚く御礼申し上げます。ボーリングも皆様ことのほかお楽しみい

ただき、桃園の新緑を楽しみながらの懇親会もお陰様で良い親睦の

ひと時となりました。委員会メンバー一同心より感謝申し上げます。

7月3日には新旧会長幹事慰労会がございます。多数の皆様のご参

加をお待ち申し上げます。 

●田近 毅さん 

ボーリング大会で老人の部優勝し｢こしひかり 10kg｣併せて最多ス

ペア賞｢賞金3,000円｣を頂きました。スペア賞の賞金全額をニコニ

コへ。 

●蜘手 康介さん 

先週の新緑例会においてのボーリング大会、参加された皆様お疲れ

さまでした。久しぶりのボーリングでしたがとても楽しく、また優

勝させて頂きまして本当にありがとうございました 

●塚本 直人さん 

5/21 の新緑例会は息子と共に楽しませて頂きました。思いがけず

クラス優勝させて頂き嬉しかったです。親睦委員の皆様ありがとう

ございました。 

●大村 貴之さん 

新緑例会のボーリング・懇親会に二人の子供と参加させて頂きまし

た。ビンゴ大会では見事｢空気清浄機｣をＧｅｔ！子供と一緒に楽し

ませてもらいました。 

 

 

●杉山 和宏さん 

先日の新緑例会ありがとうございました。親子でボーリングを楽し

ませて頂きました。本日仕事のトラブル対応で急遽早退します。ス

ミマセン。 

●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん 

先週の新緑例会は楽しい時間を過ごさせて頂きありがとうござい

ました。ボーリングは予定通り惨憺たるスコアでもし次回があれば

リベンジしたいなと思っています。井上委員長はじめ親睦委員の皆

さんご苦労様でした。  

●斎藤 章さん 

先週末の新緑例会欠席させて頂きました。長男に男の子の誕生で京

都へ行っておりました。二人目の孫です。 

●井辺 一章さん 

眼を悪くして2ヶ月、良くなってきたようですが視力は落ちて0.3

だそうです。頑張ります。 

●岡田 贊三さん 

今開かれている伊勢志摩サミットの円卓をつくらせて頂きました。 

●折茂 謙一さん 

前回早退したので、本日結婚祝いのワインを頂きました。ありがと

うございます。 

●下屋 勝比古さん 

娘の所属する高山高校ハンドボール部が先週県大会優勝し、全国大

会出場を決めました。会場は山口県です。応援ありがとうございま

した。 

●田中 晶洋さん､山本 善一郎さん､平 義孝さん、下屋 勝比古さん 

昨日ＴＢＳテレビの有吉櫻井ＴＨＥ夜会というテレビ番組で、女優

の中谷美紀さんが高山ラーメンを食べたいと言って、宮川中華そば

のラーメンスープで作ったラーメンを食べる企画が放送されまし

た。高山ラーメンが、より一層全国的に知名度が上がって観光客が

増えるといいですね！  

●中島 弘人さん 

5 月 16 日付の異動で個人営業部へ赴任となりました。先日の新緑

例会では温かいお言葉を頂きありがとうございました。2年8ヶ月

の高山勤務は本当に良い想い出になりました。皆様のご健勝と高山

西ＲＣの益々の発展を祈念しています。最後にＯＫＢを今後とも宜

しくお願いします。 

●新田 敬義さん 

2016 年 6 月をもって退会させて頂きたくお願い致します。振り返

りますと昭和57年に入会させて頂き34年間の在籍となりました。

第40 代の会長も務めさせていただき感無量の気持ちです。今後は

ロータリーで色々教えていただきました事や懇親を深められた事

を胸に秘め今後の人生の糧にしたいと思っております。そして高山

西ロータリークラブの益々のご発展と指導的な立場であられる

皆々様のご活躍を切望致しております。些少ですがニコニコボック

スにご協力いたし退会のご挨拶といたします。末筆になりましたが

長い間有難うございました。 
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