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□ 会　長　　永瀬　　章
□ 副会長　　前田　吉彦
□ 幹　事　　西垣　康紀
会報委員長　 安藤　重広

□ 題　字　　永瀬　　章
□ 例　会　　毎週水曜
□ 会　場　　岐阜都ホテル

 

　　　　　　　　　　　４月　母子の健康月間　

　

会長挨拶

　本日は期初の事業計画では観桜例会を予定い
たしておりましたが、約一か月前の異常な低温
のため、『きっと今年の桜の開花は遅れるだろ
う』との雰囲気の中、理事会にて例会変更を決
めましたが、私の見通しの悪さから、残念な結
果となりました。
　でも、４月４日の観桜例会の時には遅咲きの
桜が一輪でも残っていてくれと祈っています。
桜につきましては日本には３００種類ほどある
そうですが、その８割がソメイヨシノだそうで
す。いま、満開となっている普段なら４月上旬
に咲く一重咲きの花、淡いピンクの美しい花を
咲かせる日本人の最も親しみやすい桜です。
　桜には早咲き、遅咲き、四季咲きなど、開花
の時期がまちまちです。早咲きで有名なものは
エドヒガンザクラであり、この近隣では、護国
神社境内にある通称鵜飼い桜が有名です。その
開花状況で、今年の鵜飼の鮎の漁獲量を占うと
いわれています。

クラブフォーラム（９）

第 1713 回 例会　3/28（水）

担当：青少年奉仕委員会

観桜例会　長良川湖畔

第 1714 回 例会　4/4（水）

担当：親睦交流委員会

会長挨拶 　続き

献血例会

第 1715 回 例会　4/11（水）

担当：社会奉仕委員会

　また、開花の遅い桜は、この近辺では伊奈波
神社の参道で美しく咲くシダレザクラは遅咲き
の桜と言われています。
　近隣で、最も有名な桜は何といっても本巣市
にある淡墨桜ではないでしょうか。日本三大巨
木と言われており、これもエドヒガンザクラで
あります。蕾は薄い桃色、開花して白色、散る
頃には淡い墨色となることから淡墨桜と言われ
ているようです。この一週間が見ごろのようで
す。どうぞ日本の春を満喫してください。
　話は変わりますが、今日この服装で来ている
のは、観桜例会と間違えたわけではなく、長良
川温泉に関することでテレビ、新聞でお騒がせ
をしておりますが、長良川温泉が泉源からの導
水管が破裂して６日間送水不能となっているた
め、今朝からタンクローリーで温泉水を泉源近
くの温泉施設から各施設へ運んでおりました。
　長良川温泉の現状を説明しておきます。昭和
３４年に簡易水道として掘削したものですが、
温泉成分に合致していたため昭和４３年に冷鉄
泉として供用開始。今年で５０周年となります。
　源泉名は三田洞泉、泉質は単純鉄冷鋼泉、泉
温16.3℃であります。加温加水して約41.5℃～
42.0℃でかけ流しとなっています。ただ、天然
温泉であるためその鉄分量に左右され、日々、
温泉の色が違っています。直線距離約６㎞、離
れた温泉街まで焼く８．８㎞の導水管で給水さ
れていますが、冷泉で鉄分が多いことから、２
０年前新温泉を掘削しようという流れになりま
した。平成１０年　新規泉源探査開始。平成１
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 委員会・同好会報告事項（敬称略）

出席報告

会員数：32名
出席数：24/32名
出席率：75.00%
欠席者：8名（出席免除 3名　82.76%）
来訪者：早川修二　様

・ＩＧＭ報告
・社会奉仕委員会
　献血例会　４月１１日（水）１３時３０分～
　　　　　　場所　新岐阜献血ルーム
・親睦交流委員会
　観桜例会　４月４日（水）
　　　　　　集合　１２：００
　　　　　　開会　１２：３０　

幹事報告事項（敬称略）

・今日より事務局の日比野さんが参加されまし
　た。
・理事報告
　３月を持って、若山会員が退会されました。
・若山会員退会に伴い委員会構成変更。
　副理事　　波多野会員
　副ＳＡＡ　永瀬会員
　副Ｒ財団　国井会員
　

会長挨拶 　続き

２年　長良中川原地区に新長良川温泉開発事業
用地を取得、翌１３年直ちに掘削を始めるも、
近隣問題が発生し、断念する。
　ところが、その翌年、温泉日本の温泉１００
選で７８位入賞し、現行の温泉を見直すきっか
けとなりました。平成２３年以降は常時１００
選入選、また、昨年度は温泉総選挙の女子旅部
門で、１位入賞となりました。このような経緯
から、新温泉も必要だが現在の温泉をうまく活
用する、その為には８．８㎞ある導水管を、現
在は破裂したところを対処療法で修繕している
が根本的に改修することを考えなければならな
いと思います。緊急事態が起きていましたので、
ご容赦ください。以上で、会長挨拶を終了いた
します。

ニコニコＢＯＸ（敬称略）

井戸憲一郎：年度末、お忙しい中、おつかれさ
　　　　　　まです。
　

ＩＧＭ活動報告　　

■社会奉仕（長良川清掃、献血、若松学園）
・長良川清掃は、開始時間をもう少し考慮して
　はどうか？
・献血は、参加者の高齢化などで輸血できる人
　が減少しているため、今年は、若い会員が増
　えたことで参加に期待したい。
・若松学園への援助も含め、今後とも継続して
　いかなければならない。

■青少年奉仕（岐阜北ロータリーカップ
　バレーボール）
・最近は、大会へ参加される子供の数が減少し
　ている。
・指導者の高齢かも危惧されるが、地域や青少
　年の育成に大変有意義であり、日頃の練習成
　果が発揮でききるこの大会を、今後とも継続
　して行うことが重要である。
・北クラブからの協賛方法等について、今後の
　検討課題も話し合った。
・２０２０東京オリンピックを控え、スポーツ
　活動がより活発となるように期待したい。

■インターアクト（城北高校、ＩＡＣ、例会、
　懇親会、助成金）
・今後とも継続した活動を期待する。
・過去の経緯や活動について、国井会員や森本
　会員から説明を受け、まだ委員会経験の少な
　い会員としては大変参考となった。

■その他
　会員増強についても話がなされ、出席免除の
　高齢会員への対応などを話し合った。

青少年奉仕委員会

卓話者　早川修二　様

　ロータリーカップ今年で２８回目を行うこと
が出来ます。支援いただき、大変感謝しており
ます。
　最初のいきさつは、ロータリークラブより、
バレーボールをやったらどうかと話がでまして、
元宮川スポーツの宮川さんが長良小学校でスポ
ーツ少年団にバレーボールを教えていました。
その方にお声がかかり、始まりました。
　何年か前に石金さんで、ロータリーの役員さ
ん、北西部の役員７～８名集まった時に、メモ
リアルでやってはどうかという話が出ましてメ
モリアルで出来るようになりました。
　会場費はロータリーが支援と、少年団も会費
を出して、冷房のきいた会場で開催しておりま
す。
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青少年奉仕委員会　続き　　

 

例会風景　　

　最近は団員が少なく、特に西柳さんが多くの
チームを出していましたが少なくなり、他の団
員でも減少しています。多い時は１８チームあ
りましたが、今では４～５チームと、団員の数
が少なく会費が集まりにくく、運営に苦労して
います。今はクラブによって、合同チームで参
加している状態です。
　今迄は、クラブ員の多くの参加に、親さんの
理解をいただいたりしておりました。毎年文集
を出していますが資料集めに苦労しています。
　文集の中に、感謝を忘れずに、あいさつをし
っかり、お父さん、お母さんにも、おはようご
ざいます、おやすみなさい、ごはんのつきをい
ただきます、家の中でもしっかり言えるように
なる事、外に出た時は、大きな声で挨拶出来る
よう、しっかりやりましょう。子供達に理解で
きるかわからない感謝という気持ちを大切にし
ましょう。
　平昌オリンピックの羽生選手、高木選手の優
勝インタビューに感謝の気持ちを忘れない、周
囲の皆さんの気持ちを大事に、そういう表現の
仕方が子供にわかるかどうか。
　スケートの高木美保さんが、オランダスケー
トスクールに留学して会場へ入った時、選手を
見た時に、こんな人達にたちうち出来ないと思
った、その時デビットコーチが同じ人間なのに、
何でそう思うのか、俺なら自分にでも出来ると
言われ、高木選手がとうしんに火がついたと述
べていました。
　私が子供達に君たちも同じ６年生だよ、と話
し掛ける気持ちが伝わるかどうかわからない。
　世界一になる人は、世界一の練習をする。練
習は嘘をつかないと指導しているが、うまく理
解してもらえているか、楽しくやればいいかな
と思います。
　パワハラ・セクハラも指導の時に注意して指
導しなければならない。

（生徒さんからの手紙）
早川コーチへ
　お久しぶりです。私の予想だと最近ふうかが
主にかつやくしていませんか？私が転校する前
もふうかはつよかったし・・・。コーチは私が
いればロータリーも優勝できるっていってくれ
たけど多分、ふうかがいるから大丈夫です！
　私は試合に出たくて１人で１時間練習して、
でも結局ケガや父に認められなくて欠席してし
まったり・・・。でもコーチはアタック、レシ
ーブ、トス、サーブ全てをほめてくれました。
その時初めて「あ、私だれかに必要とされてる」
って思いました。だからコーチのおかげであん　

なにも強くなれたと思います。センターがいい
っていって初めての試合で固定にしてもらった
ときわとの試合。みんなすごく声を出していま
した。そしてすごく真剣でもうみんなには「か
つぞ！」っていう気持ちしかないぐらいでした。
でも負けてしまいました。このとき初めて「ど
れだけ真剣にやっても勝てないときがある」こ
とを知らされました。
　そして時が過ぎ、あじろ西ごうとの決勝。決
勝にいったことすらなかったのでその場で大号
泣。そしたらコーチは「優勝したらみんななく
か」って言いました。コーチはおぼえてないか
もしれないけどその何気ない一言が私を勇気付
けてくれました★でも優勝できませんでした。
２位でした。私が１番泣いていたと思います。
　そして今現在。今はバレーはやっていないで
す。でも、今日は思いっきりバレーをやります。
元５年キャプテン　背番号３番　女子
山田　美佑より
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第１７１５回　例会　４月１１日（水）
献血例会

担当者：社会奉仕委員会　

　 　　　　　会報・広報　４月担当　小椋　功

次回例会のご案内

例会風景　　
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