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＜点 鐘＞ 会長 高原 清人 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 
 
＜本日のゲスト＞ 
 飛騨生態調査研究室 代表 大森 清孝 様 
 
＜本日のビジター＞ 
 岐阜ロータリークラブ 上杉 千文 様 
 
＜会長の時間＞ 会長 高原 清人 
 

皆さんこんにちは。 

本日は社会奉仕委員会 今井委員長の担当例会で、環境を

取り上げて例会を企画して頂いております。講師の大森清

孝さんには大変ご無沙汰しておりますが、どうかお手柔ら

かにお願い申し上げます。 

さて、奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地

域内または行政区域内に居住する人々の生活の質を高め

るために、時には他と協力しながら会員が行うさまざまな

取り組みから成るものです。即ち、我々ロータリアンが、

地域の人びとの暮らしを豊かにし、より良い社会づくりに

貢献することが社会奉仕といわれております。 

社会奉仕に関する方針として 1923 年の声明、決議 23-34

と 1992年の声明、決議 92-286があります。細かくは説明

いたしませんが、両者の大きな違いは、前者がロータリー

の奉仕活動全般に対する指針であるのに対して、後者は社

会奉仕の実践のみに限定された指針であります。この二つ

の声明を両輪として、ＲＣの社会奉仕は成り立っておりま

す。 

では、どのような取り組みを奨励しているのかと申します

と、社会奉仕プロジェクトとして、皆さんもご存知の「ポ

リオプラス」以下、薬物濫用防止、識字率の向上、高齢者

への援助を始めとして、病院、学校、その他の地域施設の

改善、改良、清掃及び再生利用キャンペーンにまで及びま

す。社会奉仕には、ロータリーの提唱する組織、ローター

アクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社

会共同体などの共同奉仕者との協力も含まれます。 

では地域社会における身近な社会奉仕の事例といたしま

しては、重複するところもありますが、 

○人間尊重ということでは、①社会的弱者への支援  ②保

健、衛生、長寿で健康  ③子育て支援  ④社会治安の向上  

⑤才能のある人の発掘・支援  ⑥文化交流で心豊かな人の

育成  ⑦災害に備える等でありましょうか。 

○地域発展としては、①産業育成、 ②観光の街づくり、 ③

街並み整備 

○環境保全には①野山の植樹・森林の育成 ②河川の清

掃・魚や蛍の棲む清流 ③街路の清掃④クリーンエネルギ

ー等 

○協同奉仕として①街頭キャンペーン ②国際交流等があ

げられます。 

皆さんは地域に暮らす市民のひとりとして街や周辺を眺

めたとき、疑問に感じたり、不便に思ったり、或いは改善

へのヒントを抱かれたことはございませんか。今一度、今

度は「ロータリアンの目」で見直してみてください。そし

て「4つのテスト」というフィルターに掛けたとき、ロー

タリークラブとして取り組むべき活動の可能性を見出す

ことが出来ないでしょうか。どんな些細な小さなことでも、

地域社会がより良くなるのであるなら、それはロータリー

クラブが取り組むべき活動となるのではないでしょうか。

色々なご意見をお待ちしております。 

本年度社会奉仕委員会の活動としては、①環境への取り組

みと②地域連携という課題を今井委員長にお願いしてお

ります。 

環境については本日例会の中で、皆さんに考えて頂きたい

と思っております。 

一方「地域連携」という取り付きにくい課題でございます

が、先ほど述べましたとおり、様々な切り口、取り組みが

あろうかと思いますが、幸いなことに我々会員には副市長

と県議がおいでになります。是非市制並びに県政の現状と

未来を語って頂く中で、ロータリークラブがお手伝い、或

いは活動となるヒントを得られないかと考えておるとこ

ろでございます。今井委員長にはお世話をお掛けいたしま

すが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 
 
＜幹事報告＞ 幹事 岩本 正樹 
 

◎ＲＩ本部より 

 ・ザ・ロータリアン誌 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・ロータリー文庫決算報告書 

 ・地区資金決算書 

 ・バギオだより 68 

◎国際ロータリー第 2630地区直前ガバナー事務所 

 ・事務所閉鎖のお知らせ 

◆会長  高原 清人   ◆幹事  岩本 正樹   ◆会報委員長 道下 利一  ◆会報担当 和田 良博 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1183 回 
55 名 54 名 47 名 － 87.04％ 

前々回 

1181 回 
55 名 54 名 46 名 2 名 88.89% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2018～2019 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「凡事徹底」～友情と情熱と行動と～ 

＜出席報告＞ 
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〇国際ロータリー第 2630地区 

  濃飛グループガバナー補佐より 

 ・2018－19年度国際ロータリー第 2630地区 

   濃飛グループインターシティミーティング 

 開催のご案内 

  日時：10月 28日（日）10：00～15：00 

  会場：高山グリーンホテル 

  登録料：10,000円 

＜高山ライオンズクラブより＞ 

 ・結成 60周年記念式典および祝賀会のご案内 

  日時：10月 28日（日）13：00～ 

  会場：ひだホテルプラザ 

＜高山市海外戦略部海外戦略課より＞ 

 ・日本学生観光連盟高山フィールドワーク報告会の 

 ご案内 

  日時：9月 12日（水）8:40～9:30 

  会場：高山市役所 地下市民ホール 

＜活動計画書＞ 

 ・美濃加茂ＲＣ 

 

 

＜社会奉仕委員会＞ 委員長 今井 俊治 
 
今日の例会は、飛騨生態調査研究室 代表で、国土交通省

自然環境アドバイザーの大森清孝先生に卓話をしていた

だきます。 

大森清孝先生は、昭和 26 年 8 月 15

日生まれ ウサギ年 獅子座 血液

型はＯ型です。高山市立北小学校、

中山中学校、斐太高校を卒業後近畿

大学化学科を卒業されました。現在

社名が変わってますが、某製薬会社

を中退（？）された後独立され、自然科学やホモサピエン

スなど幅広くさまざまな研究をされています。 

平成 21 年 8 月 3 日の西穂高ロープウェイで行われた移動

例会の時には、飛騨北アルプス自然文化センターの研究員

としてご指導をいただきました。 

また、月刊さるぼぼの各種特集記事や、高山市民時報「ひ

だの自然散歩 植物編」をご担当、執筆されています。 

本日は、森林などを中心とした環境についてお話しいただ

きたいと思います。 

＜卓 話＞ 
 飛騨生態調査研究室 代表 大森 清孝 様 
 

森林環境を考える 
「植林と伐採について」 

 
長い間、間伐を行うには専門の職人（きこり）など経験豊

富な専門家が樹木の間隔等を考慮しながら時間と手間を

かけて行ってきました。 

しかし、昨今の林業関係者の減少とコストの関係で、思う

ように間伐が進んでいないのが現状のように思われます。 

そこで、特に人工林については効率的な間伐として列状間

伐や帯状間伐を導入してはどうかと考えます。 

山に縞模様が出来るために反対の意見もありますが、直線

的な空間が生まれることにより、森に住む野生動物が好む

「鳥屋」の機能を果たす可能性が十分期待できます。 

また日本における生態系の頂点である大型猛禽類の餌場

にもなると考えられます。 

これからは自然度を、単なる見た目ではなく、環境を正し

く判断する冷静さが必要になると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜９月のお祝い＞ 
 
＜会員誕生日＞ 

下田 徳彦   Ｓ４２年 ９月 ４日 

中田 一男   Ｓ２３年 ９月 ９日 

平林 英一   Ｓ２６年 ９月１６日 

新井 信秀   Ｓ２６年 ９月２０日 

高原 武夫   Ｓ２４年 ９月２１日 

内田 茂    Ｓ２６年 ９月２１日 

村瀬 祐治   Ｓ２８年 ９月２２日 

三枝 祥一   Ｓ２５年 ９月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜夫人誕生日＞ 

足立 常孝   加代子   ９月１５日 

 

＜結婚記念日＞ 

都竹 太志   Ｈ１５年 ９月２１日 

高木 純    Ｓ６１年 ９月２７日 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
2度目の参加となります。ちょくちょくお邪魔したいと思
います。よろしくお願い致します。 
 岐阜ＲＣ 上杉 千文 様 
 
飛騨生態調査研究室 代表 大森清孝様、岐阜ロータリー
クラブ 上杉千文様のご来訪を歓迎致します。大森様、卓
話講師よろしくお願い致します。 理事役員一同 
 
本日は、社会奉仕委員会の担当例会に大森清孝先生に卓話
をお願いしました。楽しい小話を期待しています。よろし
くお願い致します。 今井 俊治 
 
大森先生、ご来訪を歓迎申し上げます。お久しぶりです。 
 新井 信秀 
 
大森清孝先生、お久しぶりです。卓話を楽しみにしていま
す。 伊藤 正隆 
 
岐阜ロータリークラブ 上杉千文様のご来訪を歓迎致し
ます。同窓生の飛騨生態調査研究室の大森清孝君 久しぶ
りです。2度目の来訪かと思いますが卓話をよろしくお願
い致します。 平林 英一 

 
 
大森先生のご来訪を嬉しく思います。先週は会員増強委員
会の担当例会でした。今年度は地区から毎月新会員予定者
等の報告があります。何卒ご紹介下さい。 足立 常孝 
 
御無沙汰しております。ひだホテルプラザでの例会に久し
ぶりに出席させて頂きました。色々ありましてバタバタし
ておりましたが、健康で過ごす事が出来る事に感謝してニ
コニコへ。 高橋 厚生 
 
先週の例会を欠席して申し訳ありませんでした。土曜日に
毎年恒例の「まちなみコンサート」が二木公太郎さんの処
をお借りして行われました。当クラブから平林さん・今井
さん・河上さんが演奏の応援に来て下さいました。ありが
とうございました。 高木 純 
 
9/1～9/2 上二ノ市に多くの皆様に来て頂きありがとう
ございました。1日目はあいにくの雨でしたが 2日目は天
候に恵まれとても良いイベントになりました。ありがとう
ございました。 二木 公太郎 
 
 
 
 


