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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   米澤 久二 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     新井 典仁  

                               

 

   ロータリー：変化をもたらす 

17-18 年度会報月間写真 お城シリーズ

12 月 金沢城①石川門  新井 典仁

高山西ロータリークラブ

お祝い・年次総会・会員スピーチ 

＜会長の時間＞  
 昨日のテレビ放送、カンブリア宮殿を

ご覧になられた方も多かったと思います。

岡田さんの新しいものへの挑戦する心が映

像の端々から感ずることができました。見

過ごした方は再放送を是非ご覧ください。 

今日はテニスのチャレンジシステムについてお話しようと思い

ます。テニスではウィンブルドン大会の放送なんかでよく見られま

すが、チャレンジシステムを利用して審判の判定に異議を申し立て

ることができます。選手は1セットにつき3回までチャレンジを行

う権利を持っています。チャレンジにより、ボールの軌道、接地箇

所、および判定結果が場内のスクリーンに映され、またテレビなど

の放送でも利用されます。 

このシステムに使われるのがホークアイシステムでホークアイ

は「鷹の目」を意味し、またホークアイの名称は開発者の名前であ

るポール・ホーキンズ 博士が由来だそうです。このシステムを使

っている会社を現在は日本のソニーが買収して子会社としている

そうです。基本的にはこのようなデジタルツールは審判の判定の補

助として使われていますが、現場にいる観客やテレビ中継等で観戦

する視聴者に明確な証拠を提示し納得してもらい競技の楽しみ方

を広げる手段となっています。 

ロータリークラブでもデジタルツールは徐々に普及しています。

会報はネット上で公表されていますし、今はラインの利用によりリ

アルタイムで活動状況を見ることができるようになりました。ガバ

ナー補佐からの連絡はメールです。 

他面ロータリーの例会はまさにアナログ的な世界と言えます。 

週１回 忙しい皆様が事業に割く時間を削って例会場にわざわざ

集まりお互いに顔を見せあって例会を行います。例会は「人生の修

養の場」「入りて学び、出でて奉仕する」と言われる例会の目的を

深く考える必要があるかと思いますが、私はアナログ的なコミュニ

ケーションと言う側面からアプローチすることも大切と思います。 

私は大事な情報は「ひそひそ話」にあると思っています。最も重

要な情報は対面した相手の目を通して得られると思っています。人

間は相手の言っていることだけではなく、その態度、顔、表情や目

の動きから相手の性格をつかみ、評価をします。会話は人と人との

結びつきを強くすると思います。仲間とのつながりが強くなり交流

の中でこそ、新しい発想を生み出す、と思います。異質なものの結

合といいますか、志を同じくする異質な会員の間での会話の中でピ

カーっと化学反応が起きると思います。例会の1 時間だけでなく、

例会前の駄弁っている時間も大切だと思います。昔は古い会員の皆

様から幾度となく「高山の今の景気はどうか？」と尋ねられたこと

があります。今にして思うと「例会に出るなら職業が職業だから景

気状態を話せるくらいのネタをもって来い」と言う教育的な配慮か

らだったと思いますし若造である私の話にも耳を傾けていただけ

る広い心だったと思います。アナログ的なコミュニケーションから

信頼できる情報を得て、新しい物を生み出す、これが例会の一つの

意義だと私は思います。 
 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 
 ・12月のロータリーレートについて １ドル112円（現行114円）
＜受贈誌＞ 
下呂ＲＣ（会報）、美濃加茂ＲＣ（会報） 
 

 

＜出席報告＞ 

 

 

＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日 
    向井 公規   １２．２１ 
  新井 典仁   １２． １ 
  榎坂 純一   １２．１７ 
    高桑 光範   １２．１０ 
  大前 克秀   １２．１７ 
◎夫人誕生日 
  挾土 貞吉   輝 子  さん    １２．１２ 
    長瀬 達三   佳奈子  さん    １２． ３ 
  井上  正   麻里亜  さん    １２．２４ 
  田邊  淳   智  子    さん    １２． ４ 
◎結婚記念日 
  鴻野 幸泰   Ｓ６１．１２． １ 
  大村 貴之   Ｈ１２．１２．２５ 
  遠藤 隆浩   Ｈ２３．１２．３０ 
◎３ヶ月表彰 
 ・榎坂 純一  ・大村 貴之  ・萱垣 敬慈  ・堺 和信 
 ・塚本 直人  ・松川 英明 
 
 
年次総会 
2018～2019年度 役員・理事候補者についてご承認ありがとうござ

います。皆様のご協力を心からお願いいたします。   

会長エレクト 

門前 庄次郎 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 30名 4名 34名 40名 85.00％ 

本日 33名 － 33名 40名 82.50％ 
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会員スピーチ  
我社の業務について 

  大前 克秀 
 当社は、平成24年8月8日に創業

しました。今年で6年目になります。

本業は、防水工事です。特に土木の関

係の防水を主としています。 

近年の多発する集中豪雨により、河川の氾濫や都市型洪水が全国

的に問題になっています。何が原因なのか、田んぼや山を開発して

アスファルト舗装の駐車場にしたり、建物を建てることにより行き

場を失った雨水が、我々に脅威となって襲い掛かってくるのです。

そこで、大規模な土地の開発をする際には、調整池と言ってコンク

リート等で空の池を作ります。豪雨の時にはあふれ出た雨水が、そ

の池に流れるようになっています。また、東京など大都市では、大

規模な空洞を建物などの地下に作り豪雨の時は、雨水が道路や川に

行かないように、その空洞に流し込むようになっています。 

しかし、昨今の豪雨は、これだけの施設では賄い切れない状況に

なってきているため、小規模の土地開発や個人の住宅にも貯留槽を

作るように行政より指導されています。大規模な土地開発ならコン

クリーで囲う貯留槽のスペースはあるのですが、小規模の土地開発

や個人住宅の場合は、そんなスペースはなかなか取れません。 

それなら地下に作ってしまえという事で、クロスウェーブ工法と

いう雨水貯留槽が開発されました。敷地から流れでる雨量を計算に

よって出される分を掘り、そこに遮水シートや透水シートを張り、

その上に再生ポリプロピレン樹脂で作られたこのクロスウェーブ

を交差させながら積み上げ、その上をさらに遮水シートや透水シー

トで囲い土を載せていきます。なので、この上には駐車場・公園・

グランド等に使用することができます。 

 地域によっては、施工の仕方は違ってきます。地下水位の高いと

ころでは遮水シートを使い、貯留槽へ地下の土層から水が入ってこ

ないようにします。特に地下水位の高いところは、長良川下流など

の川より、土地が低いところは地下水位の高いところになります。 

高山などは、地下水位が低いので貯留槽に溜まった水が、さらに地

下に浸透していくように透水シートを使用します。 

しかし、残念なことに名古屋など低地では田んぼ一枚の宅地開発

でも貯留槽を設置するように行政より指導されるのですが、高山で

は3000 ㎡以上の開発で設置義務になります。水は高いところから

低いところに流れていくので、本当は、高山みたいな高いところか

ら小規模な開発でも設置するべきだと思うのですが？ 

といことで、当社の主とする土木の防水工事は高山ではあまりあ

りません。もっぱら、出張仕事になります。全国どこでも仕事があ

るところにいきます。会社設立すぐの仕事では、設立の翌年の1月

新潟のスポーツの総合施設のグランドの下に貯留槽を設置する仕

事でした。真冬の新潟、雪と風の中の仕事でした。海に近い現場だ

ったため新潟特有の地吹雪に襲われる中の作業、凄まじいもので敷

いたシートが、敷いては飛ばされ、敷いては飛ばされの状況の中の

作業となりました。 近の現場では、九州福岡のソフトバンク球場

の2軍用のグランドの地下の貯留槽をさせて頂きました。 も多い

は、コンビニの駐車場の下に設置する仕事が非常に増えています。

こういった、地下に設置する貯留槽が主な防水工事です。 

その他は、廃棄物 終処分場の遮水シートの設置などもやってま

す。見積りは、出すのですが、なかなか仕事につながらないのはゴ

ルフ場の池ポチャのシートの張替です。シートの耐用年数は、30

年から40年なので、どこのゴルフ場も張替の時期にきているです

が、この経済状況では無理かも。 

 その他の業務もしています。建築の関係では、住宅の新築、リフ

ォーム、古民家再生等です。古民家再生については、特に建築では

力を入れています。社団法人全国古民家再生協会に入会して全国か

ら情報収集しております。皆さん、ご存知でしょうか。古民家は造

語で15年ほど前に、愛媛県の井上さんという方が作った言葉で、

それ以前は古家、ぼろ家と言っていました。この古民家で、カンブ

リア宮殿にも出て見えます。寺や神社は、残されていますが古民家

は、壊されていくばかりで先人の知恵や技術が忘れ去られてしまい

ます。なんとか、こんな古民家を、後世に残せるように古民家再生

協会として活動しております。残念ながら仕事には、なかなかつな

がりません。 

 他にもう一つ、今年の6月に不動産の業務も始めました。売りた

い物件が有りましたらご相談ください。 

 足についたしっかりとした仕事には未だなっていませんが、こう

いった仕事を通して「水害から財産と命を守ることを使命」として

頑張りたいと思っています。 

 ご清聴ありがとうございました。 
 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●高山ロータリークラブ  鍋島 道雄さん 
本日はメイクアップよろしくお願いします。 
●高山中央ロータリークラブ  伊藤 正隆さん 
今日はお邪魔いたします。昨年度は剱田ガバナーにご協力ありがと 
うございました。 
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん 
高山ＲＣ鍋島さん、高山中央ＲＣ伊藤さん、ようこそお出で下さい
ました。本日はよろしくお願いします。本日は年次総会です。ご審
議お願いします。また、大前さんのスピーチ楽しみにしております。 
●古橋 直彦さん 
高山ＲＣ鍋島道雄さん、高山中央ＲＣ伊藤正隆さんのご来訪を歓迎 
いたします。 
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん 
本日年次総会でございます。次年度理事役員候補者の審議をいただ 
きます。よろしくお願いします。 
●岡田 贊三さん 
昨晩のカンブリア宮殿で、私共飛騨産業を広く宣伝して戴きまし 
た。とても照れくさい思いですが有難い事だと感謝しています。 
●田中 武さん、田近 毅さん 
昨日のカンブリア宮殿見ましたよ、贊三さん。凄いな恰好良かったよ。
前に贊三さんが小池栄子さんがむちゃくちゃ綺麗やったと言っていまし
たが、さすが女優さんやな、贊三さんの顔が良かったな。かなり照れと
ったな。眼は垂れて口は涎が出て普通の顔では無かったよ。今後とも頑
張って素晴らしい会社にして下さい。西ＲＣ八九の会の残党二名より。 
●内田 幸洋さん､堺 和信さん､長瀬 達三さん、黒木 正人さん､  
高桑 光範さん、萱垣 敬慈さん、大前 克秀さん 

ゆうべ放送されたテレビ番組カンブリア宮殿拝見しました。ご出演
された岡田贊三さんの｢常識破りのヒットを生み出す風雲児の手
腕｣に感服しました。これからも益々のご活躍をお祈りします。 
●下屋 勝比古さん 
・｢道はやんなきゃ見えてこない｣岡田さんの言葉をしっかりかみし 

めた、昨夜のカンブリア宮殿でした。 
・ノエミロス1週間、ようやく立ち直って来ました。 
●塚本 直人さん 
今日から師走に入りました。今年もあと1ヶ月となり、改めて時の流れ
の速さを感じます。昨日のカンブリア宮殿の岡田さんの姿に勇気をい
ただき、仕事納めまで頑張って働きます。ありがとうございました。 
●田邊 淳さん 
お陰様で長女が志望大学への推薦が決まりました。早く決まったの
は良いのですが、同級生が受験の中｢ＵＳＪへ行く｣だの｢免許取る｣
だのと一人浮かれて困ったものです。こんな状態で大学生活は大丈
夫かと心配になります。話は変わりますが、昨日のカンブリア宮殿
見ました。岡田さん、かっこ良かったですね。  
●斎藤 章さん､山下 直哉さん、榎坂 純一さん 
ノエミは下屋勝比古さん宅から2軒目のホームステイ先、山下直哉 
さん宅に移りました。下屋さんお疲れ様でした。そして山下さん、 
どうぞよろしくお願いします。 
●井辺 一章さん 
会社は現在76名のスタッフで頑張ってもらっていますが、料理長
は昨日で退社。管理人が死亡。2名の大事な人を失くしました。      
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