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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  

4 月「上田城 東虎口櫓門・北櫓」 新井 典仁

高山西ロータリークラブ

お祝い・ロータリー情報委員会

＜会長の時間＞ 

温泉～単純泉について～ 

３月２７日に公示地価の発表があり

ました。上三之町が９．９％の上昇 

㎡当たり約３０万円、高山駅前が５．

２％の上昇 約２５万円弱でした。海

外からの観光客の増加やホテル需要

もあり大幅な上昇になったと思います。高山市には公示地価の地点

として８ヵ所ありますが、上昇しているのはこの２か所のみで、あ

との住宅地等はわずかですが下降しています。ちなみに私の街、岡

本は横ばいでした。 

さて今日は温泉の泉質・単純泉の話をしたいと思います。温泉法

による温泉の定義 温度と物質２つの要素といわれますが、いずれ

かを満たしている必要があるかと思います。①温水が２５度以上 

(平均気温を基準に考え日本、韓国は２５度、ヨーロッパは２０度

です)②特定の物質が一定以上含まれている 

泉質により分類すると、温泉は単純泉（下呂温泉）・塩化物泉（有

馬温泉）・硫酸塩泉・炭酸水素塩泉・硫黄泉（草津温泉）その他に

分類されます。一番多いのが単純泉です。単純泉とは温泉水１kg

中の溶存物質の含有量が１g未満の温泉が該当します。含有成分量

が少ないことにより、刺激が少なく肌にやさしく、概ね無色透明で

無味無臭です。湯あたりしないと言われています。湯あたりは含ま

れている成分が体に合わず体調が悪くなることです。高齢者に優し

いと言われています。天下の名湯の多くがこの単純泉に該当します。

単純泉は含有物が少ないもののいろんな泉質があります。 

下呂温泉はアルカリ性単純泉です。ＰＨ８．５以上の物をアルカ

リ性単純泉といい、美人の湯、美肌の湯と言われています。川の東

と西ではＰＨは若干違います。概ね東側が８．５、西側水明館側で

すが９．３と言われています。下呂温泉は昭和４９年から温泉の集

中管理を行い、それぞれの旅館などに送っていますので、ＰＨの値

はどの旅館でもほぼ同じです。適度な濃度とアルカリ性のため自然

の石鹸効果があり、ツルツルしたなめらかな肌触りが特徴で、湯上

りの爽快感は格別と言われています。 

単純泉の名前は単純ですが色んな成分が入っていて、それぞれの

温泉の特徴があり、決して単純なものではありません。世の中、単

純なものほど難しいですね。単純なものについてはまた、いつかお

話したいと思います。 

 
 
 
＜幹事報告＞ 
 ◎ＲＩ日本事務局より 

 ・４月のロータリーレートについて  

１ドル１０４円（現行１０８円） 

 

◎高山市教育委員会学校教育課長より 

・平成30年度｢高山市キャリア教育を考える会｣出前講座開催校について 

 西クラブ担当（２校） … 荘川中学校 ：全校２４名１０月 

東山中学校 ：１年生９３名１月 

◎ガバナー、地区大会実行委員長より 

・地区大会記録誌 

◎青少年交換留学生 萱垣 杏花さんより 

・ 派遣報告   

◎台北東海ロータリークラブより 

 ・台北東海ロータリークラブ創立２３周年記念式典のご案内 

日時  ４月２４日（木）   開始１８時３０分   

   場所  台北君品飯店（パレ・デ・シンホテル） 

◎下呂ロータリークラブより 

・例会開催曜日変更のお知らせ 2018年7月より月曜 ⇒ 火曜  

◎米山梅吉記念館より 

・春季例祭のご案内および賛助会員募集 

日時 4月21日(土)14：00～  米山梅吉記念館ホール 

◎高山市民憲章推進協議会より 

・高山市民憲章実践及び推進者表彰の被表彰者推薦について(お願い) 

   提出期限 4月20日(金) 提出先 高山市民憲章推進協議会事務局 

◎高山デンバー友好協会より 

・デンバー・コルファックスマラソンツアーのご案内 

日程 5月18日（金）～23日（水） 旅行代金 295,000円 

＜例会変更＞ 

高  山 … 4月12日（木）は、夜例会のため 

18：30～ 高山信用金庫 本店 例会場 に変更 

5月 3日（木）は、法定休日のため 休会 

    5月31日（木）は、定款により 休会 

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ(会報)、2630地区職業奉仕部門委員会(日本のロー 

タリーの伝統を守るクラブ細則)、ＲＩ日本事務局（財団室NEWS）、

不破ＲＣ(会報)、 (財)米山記念奨学会｢館報Vol.31｣ 

 
 
 

＜出席報告＞ 

 
 
 
 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 27名 3名 30名 40名 75.00％ 

本日 35名 － 35名 41名 85.37％ 
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＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内田 幸洋  斎藤  章   下屋 勝比古 

４．１７    ４．３０     ４．１３ 

◎夫人誕生日 

  斎藤  章   厚 子 さん     ４． ５ 

  蜘手 康介   百合香 さん     ４．２７ 

  向井 公規   祐 子 さん     ４．２２ 

  東  庄豪   ひろみ さん     ４．２６ 

  榎坂 純一   真 弓 さん     ４．２０ 

◎結婚記念日 

  挾土 貞吉    ４． ７ 

  田中 晶洋    ４．１６  

井上  正    ４．２１ 

  大前 克秀   ４．２７ 

 

◎出席表彰 

   挟土 貞吉  ３３年 

 

◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

・内田 幸洋  ・鴻野 幸泰  ・斎藤  章  ・住田 泰典 

・挟土 貞吉    ・平  義孝  ・門前庄次郎  

 
 

 

 

 

 

新会員紹介 

  

有限会社 中林電気工事 

代表取締役 
中林 康弘 

 

 

 
 
 

 
受入学生月例報告 
Schenck  Noemi  Beatrice 
先週にロータリーのスキー旅

行に行きました。高山は白馬に

近いので月曜日の朝遅く起きま

した。10時ぐらいに高山駅で三

枝さんとアーロンとつみきも会

って出発しました。皆はまだ疲

れてたから、車の中でちょっと寝ました。 

スイス村で、2630の地区の皆さんと会って、そばを食べました。

その後は皆一緒にバスに乗りました。このドライブはとても楽しか

ったです。恋ダンスととなりのトトロも練習をして他の歌も歌いま

した。アウトバンドも歌って、恥ずかしくなかったから楽しかった

です。白馬に着いた時にはじゆう時間がありました。それは良かっ

たと思います。 

荷物を全部置いて、地区のオリエンテーションがありました。 

みんなの発表は本当に面白かったです。新しいインバウンドの日本

語が上手になりました。ローテックスのアドバイスがとてもよかっ

たです。時々他の地区の声が大きかったから、発表している人の声

が聞こえなかったです。それがちょっと残念でした。 

夜ご飯の前に他の地区の留学生と会いました。色々な国の人がい

ました。スイス人が私をあわせて4人いたけど、皆フランス語の地

域から来ていました。だから、一緒に英語で話しました。夜ご飯を

食べた後、また留学生と会って、たくさん話をしました。その後は

温泉に入りました。とても疲れてたけど、温泉の後に自分の部屋で

2630の地区にいる留学生と会いました。 

次の朝、早く起きてスキーの準備をしました。朝の会議はちょっ

と長かったから、スキーの時間が少し減りました。だけど、スキー

はとても楽しかったです。ヨハネスと私は初めて滑る人を手伝いま

した。マヤとオーガストは面白い滑り方をしました。アンドルーと

アーロンはとても上手に滑りました。皆は滑り方を早く覚えました。

だから、びっくりしました。 

夜にビンゴゲームをして、皆お菓子をもらいました。夜ご飯はバ

イキングでした。とても美味しかったです。ビンゴゲームの後にデ

ィスコをしました。ステージでも踊りました。 

最後の日もスキーを滑りました。雪がすべりにくかったですが、

楽しかったです。その時にたくさん写真を撮りました。 

この旅行はすごくいい旅行でした。色々な留学生と仲良くなったの

で嬉しいです。皆さん聞いて頂いてどうもありがとうございました。 
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ロータリー情報委員会 
委員長  斎藤 章 

本日は情報委員会の担当例会

です。新入会員のオリエンテ

ーションが主たる活動で、本

年度は大前さんの入会で心積

もりはしていたのですが、も

う一人位の入会を考え延ばし

延ばしになっておりました。 

年明けの計画も、折悪しく大

前さんのインフルエンザにより延期しました。３月になってようや

く開催できました。本日、中林さんの入会により６月に再度のオリ

エンテーションを予定します、 

 さて、昨年の11月に地区の情報委員長からのクラブへの提案が

有りそれを元に、当クラブに関しても検討を行ってもみました。 

その文章は以下のものですが、これをもとに新年度においても検討

して頂ければ幸いです。 

地区 情報委員会からのコメント      

１ 規定審議会で採択された決議を守り、クラブ定款細則をすぐに 

改定しよう。 

 規定審議会で採択を決議されない限り、RI栄冠細則およびRクラ

ブ置換は何も変えることはできません。改定された要件は明白で、 

原文定款（英文）はすでに発効していますから、7月からのクラブ

運営はこの定款に従うことが義務として定められています。 

２ 劔田ガバナーの地区方針と、我々日本のロータリーが遵守して 

きた「例会と出席」を重視しよう。 

 例会とその出席および欠席に関する要件はクラブに任されてお 

り、Rクラブ細則 で規定するように定められています。我々日本

のロータリーが遵守してきた「例会と出席」を重要なものとして細 

則に規定することは、定款の背馳しておりません。 

「最も出席するもの最も報われる」劔田ガバナー地区スローガン 

３ 定款第18条の会員資格条件の「入会金と会費」が「会費だけに 

緩和」された。入会金を希望するクラブは、細則に定めれば徴 

収できる。 

４ 定款を遵守すれば、細則で規定しなければならない部分が大幅 

にふえている。手続要覧の推奨Rクラブ細則は要検討。 

手続要覧の日本語訳は日本のパストガバナーによって厳重に監修 

されていました。推奨Rクラブの細則はそのまま引き写しても、十 

分に使用に耐える「金科玉条」そのものでした。しかし現在は各 

クラブで、「定款に準拠して創作」されることが 大前提になっ 

ています。 

５ 岡田パストガバナーの規定審議会報告会での宣言と、劔田ガバ 

ナーの地区方針の意を踏まえて作成された「叩き台・原案」を 

参考にまずはやって見よう。 

不都合なところ、変えていけばよい。ガバナーの地区方針「例会 

と出席」重視か、「人道奉仕のボランティアと寄付」を中心とす 

るか、何れの方針を採るか、「クラブの旗幟の自由」をRIは許容 

しています。そして、それを表明する「細則の作成を義務付け」 

ているのが、今回の規定審議会での採択条文によって構成された 

定款であり、すでに発効している定款を、RIの会員であるクラブ 

として、安閑とみすごして居るわけにはいきません。しかし、一 

朝一夕にクラブの進展する方針を結論付けることも出来ないの 

は当然でこれから1年かけて熟慮しなければならないのでしょう 

が、岡田パストガバナーの規定審議会報告会での宣言と劔田ガバ 

ナーの地区方針の意を体して作られた「原案」を「叩き台」にし 

た方が考え易いのでは無いかと思います。 

今回、このような内容に対し思う所を述べました。何れにして、

日本のロータリアンが大事にしてきた矜持を今後も引き続き継続

できることを期待します。 

 
＜ニコニコボックス＞ 

●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん 

①4月、世間では新年度が始まっています。ノエミようこそいらっ 

しゃいました。2年生になれましたか？ 

②中林さん入会おめでとうございます。今後ロータリーで大活躍さ 

れますようお願いします。 

●中林 康弘さん 

本日より入会させていただく中林康弘です。仕事は主に屋内におけ

る電気工事をやっております。分からない事ばかりですがよろしく

お願い致します。 

●伊藤 松寿さん､岡田 贊三さん､内田 幸洋さん､斎藤 章さん､ 

田中 武さん､遠藤 隆浩さん､向井 公規さん､下屋 勝比古さん､ 

山下 直哉さん､黒木 正人さん､松川 英明さん 

中林康弘さんの高山西ロータリークラブへのご入会と、初の例会ご

出席を心より歓迎いたします。これからよろしくお願いします。 

●挾土 貞吉さん 

中林康弘さんの入会大歓迎です。桐生町のよしみで、仲良く楽しく

｢天職｣を通じて職業奉仕頑張りましょう。 

●大村 貴之さん 

中林康弘さんのご入会歓迎します。共に楽しんで活動しましょう。本日

小学校入学式のため早退します。 

●塚本 直人さん 

4月に入り気持ちの良い日が続いています。今日は残念な雨ですが、 

新入会の中林さんよろしくお願いします。中山中ＰＴＡではお世話 

になりました。そして小森さん、俳壇の入賞おめでとうございます。 

後ほど雑誌の紹介でご報告いたします。 

●小森 丈一さん 

長年の願望であった巻頭句に選ばれました。気分を良くしていま 

す。 

●伊藤 松寿さん 

今月のロータリーの友｢俳壇｣コーナーの稲畑汀子選で小森丈一さ 

んがトップを取られました。念願の首席です。誠におめでとうござ 

います。 

●斎藤 章さん 

昨日には妻の誕生日に素敵な花束を頂きありがとうございました。 

本日には私の誕生祝いを頂きます。併せてありがとうございまし 

た。 

●堺 和信さん、大前 克秀さん 

ワンコインでワインをどうぞ！4月12～15日、上一之町の高山町 

屋｢惣四郎(三嶋豆様の左隣)｣にて、ワンコインハートと称してチャ 

リティーを行います。是非500円玉を持って立ち寄って下さい。こ 

の売り上げは飛騨事慈光会様へ寄付させていただきます。チラシを 

お配りしましたのでご覧下さい。 

●伊藤 松寿さん､田近 毅さん､遠藤 隆浩さん､向井 公規さん､ 

下屋 勝比古さん､井上 正さん､山下 直哉さん、住田 泰典さん 

今日は4月のノエミ来訪例会です。ようこそノエミ！今は春休みで

すが、日本での生活は残す所3ヶ月になりました。斐高生としての

新学期が始まります。残された日本での時間を大切にして下さい。 
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