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未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 

２０２２－２０２３年度 
ＲＩテーマ 

第２６８３回例会  

令和４年１０月２１日 

Ｉ Ｍ 報 告 

＜会長の時間＞ 
10月16日に行われた濃飛グループ

インターシティー・ミーティングにご

参加いただいた皆様、色々な意味で中

身の濃い楽しい一日をありがとうご

ざいました、久しぶりのＩＭというこ

とで溜まった鬱憤を晴らすかのよう

に盛大に行われ、素晴らしい催しとなりました、後ほど堺さん、塚

本さん、堀さんに報告していただきますので私からはこれくらいに

しておきます。 
話は変わりますが先日、事務局に高山税務署様よりインボイスに

ついてお話ししたいとのことで申し出があり、例会でお話しして頂

けたらとも思いましたが、スケジュール的に調整も難しいようでし

たので私が代表してご説明をお受けしました。 
矢澤所長が皆様にお伝えしたかった事は、ご存じのように令和5

年10月よりインボイス制度が始まります、インボイス発行事業者

になる為には来年3月31日までに登録申請が必要となっています。

ただ税務署サイドとしてみれば出来れば早め、年末調整、確定申告

等の繁忙期と重ならないように今から11月中までに申請手続きを

して欲しいとのことです。現在でも電子申請でも2週間以内で済ん

でいたのが3週間以上かかるようです。申請手続き等、既にお済の

方ばかりだと思いますが、税務署長矢澤さんに成り代わり重ねてお

願い申し上げます、以上ご報告を終ります。 
ここからは会長の時間です。ずっと前から気になっていた言葉に

ついてお話しします。 
皆さんはファミコン語という言葉を聞いたことありますか？テ

レビの前でピコピコやっているゲーム…ではなく、ファミレスやコ

ンビニでよく聞く間違った言葉のことを指すようです。ファミレス

の「ファミ」とコンビニの「コン」を合わせてできたそうですが、

比較的若い方々が使っているようですが、少し気になったので調べ

てみました。 
例えばコンビニのレジでの対応についてこんな言葉を聞いたこ

とありませんか。「2点で880円になります」「1000円からでよ

ろしかったでしょうか」いかがでしょうか、これが噂のファミコン

語です。 
まず「～円になります」”なる”は「変化する」という意味です。

これが100円をポケットに入れて、ポケットをたたくと1000円に

なった！というマジックなら使い方は合っていますが今回は「880
円でございます」が適切です。そして次に「～からお預かりします」

という言葉、レジではよく耳にしますがこれも誤りです。”から”と
いう言葉の意味には「～から～まで」というスタートの意味を持っ

ています。「1000円からお預かりします」でなく「1000円お預か

りいたします」が正しい言葉です。最後に「～はよろしかったでし

ょうか」という言葉ですが、これから確認するという「未来」に対

して「過去形」の言葉になっていることが誤りです。 
このように普段何気なく生活をしていますが、様々な場面でファ

ミコン語が飛び交っています。この言葉に非常に違和感を持ってい

た私でしたが、つい先日店頭でお客様から代金を頂く際「10000円

からお預かり致します」と言ってしまった自分を少し恥じています。 

そろそろ話を纏めます、我々は職業奉仕の理念の実行に役立てる

ために、四つのテストを唱和していますが、間違った唱和をすると

ファミコン語のように解釈も変わってきます。時流を読むことも大

切ですが、絶対に変えてはいけないものが有るという事を改めて肝

に銘じたいと思います。 
本日もやっぱり、うまく纏まりませんでしたが会長の時間を終わ

ります。 
 
 

＜幹事報告＞  

◎ガバナーより 
・2024-2025年度ガバナーノミニー決定宣言 

  亀井 喜久雄（名張ロータリークラブ） 
◎濃飛グループガバナー補佐より 
・ガバナー杯チャリティーゴルフ大会濃飛グループ予選会参加のお願い 

日時  11月26日(土)  8：10スタート 
場所  愛岐カントリークラブ 可児市大森1501 
     ※地区予選上位２クラブが2023年4月10日 

岐阜関カントリー倶楽部での決勝大会へ進出 
◎ガバナー、地区ローターアクト委員会より 
・四日市 吉崎海岸清掃のご案内 

日 時  11月6日(日)  7：30～10：30 
場 所  吉崎海岸   四日市市塩浜2926-2   

◎直前ガバナーより 
・地区記録誌 

◎高山市青少年市民会議より 
 ・令和４年度｢子ども・若者育成支援強調月間｣における 

該当啓発活動の出役について（ご依頼） 
日 時  11月9日(水)  16：30～17：00 
場 所  駿河屋アスモ店・エブリフレスポ店 等 

＜例会変更＞ 
高  山  … 11月 3日（木）は、法定休日（文化の日） 

のため 休会 
11月24日（木）は、定款により 休会 

可  児  … 11月10日（木）は、鈴川に 例会場変更 
11月 3日（木）は、法定休日（文化の日） 

のため 休会 
＜受贈誌＞ 

ロータリー米山記念奨学会（ハイライトよねやまVol.271） 

 
＜出席報告＞ 

 
 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２８名 － ２８名 ３６名 ７７．７８％ 
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認定ＮＰＯ法人まちづくりスポット 
オフィスマネージャー 

本間 あかり 様 

「まちづくりスポット」は、各ＮＰＯや市

民活動団体の事業運営や経理、人材育成や

広報等のサポートを行う中間支援組織で

す。本日は3月に立ち上がった「フードバ

ンク飛騨高山」の活動支援のため実施しているクラウドファンディ

ングへのご協力のお願いに参りました。 
「フードバンク飛騨高山」では子ども食堂や市内の福祉施設、低収

入で支援を必要とする方々へ食料品を寄付しています。企業や市民

皆様の協力により食料品を集め配布するという活動は、メンバーの

手弁当で行われていますが、活動継続のために必要な倉庫代や輸送

用ガソリン代などの負担が大きくのしかかっています。 
そこで今回計画したクラウドファンディングでは11月30日まで

に60万円を目標に寄付をお願いしています。また別途常温保存で

き賞味期限が1カ月以上ある食料品の寄贈も募っています。皆様方

からのご支援をどうぞよろしくお願い致します。 
 

 

＜本日のプログラム＞ＩＭ報告  

堀 幸一郎  
私にとって入会後初めての対外ロ

ータリーイベントへの参加でした。 
 一部と二部の構成で第一部はTV
やYouTubeでおなじみの武田邦彦工

学博士の講演です。先生は大学教授と

いうイメージが強かったのですが40
代半ばまでは旭化成に在籍されてお

り、原発関連の研究（仕事）をされていたとの事です。「ロータリ

ーとSDGS」という題目は退屈で眠くなるお話だと思っていまし

たが、題目とは全く違う内容で退屈どころか、かえって聞きいって

しまいました。 
印象に残ったお話しの内容として 

・天皇の話や近代、日本が世界にとってきた行動。有色人種として 
欧米列強に対抗できた唯一の国である事。 

・戦争については定義があるようで軍人同士が戦うのが戦争とのこ 
と。民間人への攻撃は虐殺で今ロシアが行っている行為は明らか 
に虐殺。（勉強になりました） 

・横軸に自然、縦軸に先祖からの歴史を重んじる幼少期からの行動 
が日本人の宗教観に大きな影響を与えており日本に宗派はあっ 
ても本当の意味での宗教はない。 

・男性は女性からオーラをもらうため、錦へ飲みに行く度に15分 
寿命が延びる。 

等、少々右寄りのお話しもあり題目とは違いますが好奇心を煽るお

話を多く聞けました。 
第二部の大懇親会は私自身久しぶりの宴席でした。最後に挟土さ

んのもと高山の３ロータリーの面々から、「めでた」が出て美濃地

区の方々が感銘を受けていたのが印象的でした。 
 

 
 
 
塚本 直人 

10月16日、濃飛グループＩＭに参加

しました。ご参考までにＩＭとは

Intercity Meetingの略称で、用語集に

はつぎのように記されていました。 
 
 

 
都市連合会の略称。従来におＩＧＦも厳密にはＩＭの中の一会合

であるが、最近広義のＩＭの名称で開催される。近隣都市数クラブ

が集まって親睦・情報教育その他の目的で行われるロータリーの会

合。決議や決定はない。ＩＭへの出席はメイクアップとなる。 
 8時に市役所前に集合し、垣内会長、大村幹事を先頭に総勢15
名で高山を出発し美濃加茂には点鐘の前に余裕をもって到着しま

した。僕は武田邦彦氏の基調講演で印象に残ったお話を参加できな

かった方にお伝えします。 
 テーマは「ロータリーとSDGｓ」でしたが、1時間30分以上の

講演の中で触れられたのは最後の少しだけでした。それでも、武田

先生は「SDGｓはアングロサクソン民族が考え提唱していること

で、日本人はそんなことに振り回される必要はない」とおっしゃっ

ているように聞こえました。確かに持続可能な世界を創るという

SDGsの目的はよくわかります。以前にも別の勉強会でSDGｓを

テーマとして議論したことがありました。参加された方々から聞こ

えてきたのは、「もうやっているよ。」とか「これは当たり前のこと

だ」などの意見でした。日本人の生活サイクルはもともと、世界的

に評価された「もったいない。（ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ）精神に象徴

される、無駄を省き、直しながら、丁寧に使い、ものを大事にする

ことが、伝統的に日本人の生活習慣になっています。それが、戦後

物質的に豊かになり、経済効率を優先する中で欧米化したことを、

少しずつもとに戻していくような視線を持つことが大切だと思い

ました。 
武田先生のお話は冒頭より脱線に次ぐ脱線で、お話はとても面白

かったのですが、あとで何が残ったかというと、・・・・・でした。

がん細胞はあったほうが良いとか、たばこは吸ったほうが体に良い

とか、特に女性の隣でドキドキすると寿命が延びるとか、楽しいお

話ばかりでした。 
 ３年ぶりの大懇親会では、最後に、本来最後というのはおかしい

のですが、挟土貞吉さんが「めでた」発声され素晴らしい懇親会と

なりました。 
 垣内会長、大村幹事ありがとうございます。 
  

堺 和信 
濃飛グループインターシティミーティ

ングは、可児ロータリークラブがホストク

ラブとして担当し、シティホテル美濃

加茂で3年ぶりに開催されました。高

山西クラブからは15名が参加し、特

別参加者も含め総勢154名で行われ

ました。 
インターシティーミーティングとは、都市連合会のことであり、都

市間の多くのロータリアンが一堂に会し、ロータリー情報を学び、

親睦を図る会合とされています。今回第一部は、武田邦彦氏を講師

として迎え「ロータリーとSDGｓ」というテーマで講演していた

だきました。第2部は、3年ぶりの大懇親会で大いに盛り上がり懇

親を深めました。 
武田氏の講演は、歯に衣着せぬ発言で大変面白かったのですが、

内容はほとんど覚えていません。テレビのニュースで言われている

ことは殆ど嘘っぱちであるということで、私が初めて武田氏を知っ

たのは、20年ほど前に読売テレビのたかじんの「そこまで言って

委員会」で、「地球の温暖化は嘘である。北極や南極の氷が解けて

オセアニアにあるツバルという島が沈んでしまうという報道があ

るが、北極の氷は海に浮いているので、アルキメデスの原理で氷が

解けても海水面は変わらない。南極の氷は周りの海の水が蒸発して、

それが冷やされ雪となり積もって冷やされて氷となるので、温暖化

すればもっと雪が積もり氷が増えるはずである」という発言で注目

され始めました。 
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ロシア・ウクライナ紛争から考える「戦争」と「虐殺」の違いと

いうことで、「人間は昔から本能として「戦う」「争う」は避けられ

ない。しかし、戦争は軍隊と軍隊が戦うものであり、民間人が犠牲

になるのは虐殺である。日本人はこれまでに戦争しかしたことが無

い。真珠湾攻撃でも、攻撃をしたのは軍港でしたが、アメリカは東

京大空襲や広島・長崎の原爆も沖縄本土決戦も虐殺である。」とい

うような話ばかりで、SDGｓの話はあまりありませんでした。 
 

 

 
＜ニコニコボックス＞ 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

・先日の濃飛グループインターシティミーティングに参加の皆さん、 
お疲れ様でした。ＩＭ報告を堺さん、塚本さん、堀さんにして頂 
きます。 
・明日から地区大会です。参加者の皆さんよろしくお願いします。 
●挾土 貞吉さん 
先日ＩＭに参加し、道中会場で皆さんに迷惑、気遣い頂きながら久

し振りに楽しい一日過ごしました。宴席で突然の指名で恥をかき、

また武田先生の講演後、綺麗な事務局員達や若いコンパニオンにお

いしいお酒を注いで頂き、小生10年若返り幸せな一日でした、皆

さんの友情に感謝してニコニコへ。 
●内田 幸洋さん 
五島、長崎、福岡旅行に行って昨日帰って来ました。素晴らしい天

気で良かったです。 
●古橋 直彦さん 
秋の高山祭、消化不良な祭りでしたが無事終了しました。氏子の立

場から今年なんとか祭りが出来て良かったです。継続は力なりです

ね。 
●岡田 贊三さん、田近 毅さん、 斎藤 章さん、田中 武さん､ 
米澤 久二さん､門前 庄次郎さん、垣内 秀文さん､塚本 直人さん､ 
杉山 和宏さん､松田 康弘さん 

寒い朝が普通になって来ました。冬の心配をする人も多く、円安に

よる物価高、燃料代の値上がりは家計を直撃だとニュースが伝えて

いました。イギリスのトラス首相は辞任するそうです。世間は色々

あります。16日はＩＭが美濃加茂で開催されました。3名の方が発

表されます。よろしくお願いします。 
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