例会日

毎週木曜日

例会場

関観光ホテル（関市池尻９１－２）

事務局

関市西本郷通５－２－５３

会

長

波多野 好文

１８時３０分

副会長 佐藤

忍

2017～2018 年度国際ロータリー
イアン H.S. ライズリー会長

TEL(0575)24-7332
幹

事

FAX(0575)23-5278

長谷川 修 クラブ会報委員長

大藪 太

２０１７～２０１８年度関中央ロータリークラブ会長テーマ

「親睦からのロータリー」
本日のプログラム 第１９１４回例会
卓

話

テーマ

浄土真宗 本願寺派 円光寺
「 私たちと宗教

」

前例会の記録

２０１７年９月２１日（木）
藤村 紫園

／ 担当

様

ニコボックス委員会

が満足して帰ってきました。

第１９１３回 ２０１７年９月１４日（木）

まだまだ、暑い日が続きますが、まだ蚊の活動期で

会員卓話

波多野源司会員

す。蚊は２８度位がちょうどよい活動温度で、それ

テーマ

「わがふる里 上之保」

以上になると活動が鈍るようです。まさにこれから

／担当

出席委員会

が活動の最盛期です。先日のバーベキューも結構暑

＊国歌「君が代」斉唱

かったのですが、蚊に刺されないように長袖でいき

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

ました。雨が降ったせいか、しっかり駆除されてい

＊Ｒ情報委員会

古田委員長「四つのテスト」唱和

たせいか、蚊はいなかったようでした。

＊会長あいさつ

波多野好文会長

さて、
「O 型は蚊にさされやすい」という学説がある

先週は、バーベキュー例会でした、

のをご存じでしょうか。長浜バイオ大学教授の永田

大変多くの方に参加してもらい、ど

宏医学博士によると、西アフリカのガンビアに棲息

うも有り難うございました。はじめ

する「ハマダラ蚊」に被験者の血を吸わせる実験を

て、上之保奥山キャンプ場へ行きま

したら、O 型、B 型、AB 型、A 型の順番で刺されや

した。本当に行くのに、１時間かかりましたが、大

すかったという論文があったそうです。ただし、こ

変設備も新しく、２００名も泊まれるということで、

れは、確証というほどではなく、その後１９９０年

バンガロー等は暗くて見えませんでしたが、今度は

代になるとマラリアを媒介する蚊と血液型は無関係

明るい時に行きたいと思いました。又、山本親睦委

だと結論づけられたようです。ですから現在、いろ

員長はじめ、藤村さん、波多野源司さん、土屋さん、

んな医師が執筆されたサイトを閲覧すると、
「科学的

大藪さん、段取り、焼き役どうもご苦労様でした。

な関係はないであろう」という結論が多いとのこと

大変おいしいお酒とお肉を頂き、雨天で大変でした

です。私は O 型なので安心しました。ただし、汗を

４つのテスト

１.真実かどうか

２.みんなに公平か

３.好意と友情を深めるか

４.みんなのためになるかどうか

かいたり、お酒を飲んだりして体の活性がよくなる

移行。

と、刺されやすくなるので、みなさん注意してくだ

・産業・・農業、林業（木材市場にて木材市）林業

さい。その他に、O 型はコレラにかかりやすく、マ

にて生計をなしていた家庭が多く、木材関係の仕事

ラリアにはかかりにくいという結果が出でいますが、

が多かった。昭和 36 年建設された森林組合のチップ

コレラもマラリアもこれから多分かからないと思い

工場は王子製紙の指定工場としてスタートした。

ますので、まあ安心です。

昭和 59 年「村おこし」の指定を受けたことをきっか

身近なところでは、O 型はすい臓がんになりやす

けに商工会、役場、製材業者の三社の協議結果、難

い、又消化器潰瘍になりやすい、ピロリ菌は O 型が

題を解決して昭和 60 年、上之保デカ木センターが会

好きとか、A 型は血栓ができやすいなどがある様で

員 16 社団体で発足し「大工技能伝承条例」を制定し

す。みなさんこの永田宏博士の「血液型でわかる な

て後継者の育成を図るとともに「美濃の匠大工」の

りやすい病気 なりにくい病気」という本読んでみ

称号を与え、優秀な大工を顕彰するなど村ぐるみで

てはいかがでしょうか。

地場産業の育成に取り組み、やがては村一番の基幹

今週の月曜日ですが、来年度の財団の補助金を使

産業に成長する。

った事業をしようということで、川上社会奉仕委員

・津保茶（製茶工場３軒）

長、波多野篤志会長エレクト、西田 R 財団委員長と、

・蚕、炭焼き、蛍石鉱山は（青色、水色、紫）フッ

私で市の子ども家庭課、３つの NPO 法人の方と打合

素の資源となり、製鉄溶剤、アルミニウム精錬用、

せをしてきました。３つの NPO 法人の方は、いずれ

ガラス工業、光学機械などに使用された。昭和 35 年

も、子ども食堂という母子・貧困家庭の子に夕食等

頃より機械化により、エレベーターでの上り下りト

を提供しています。NPO 法人「子援隊」
・NPO 法人

ロッコでの運搬生産量月産 2000ｔを記録（日本一）。

「ヘルシーライフ関」は一緒に活動されているよう

昭和 34 年、落盤により 4 名の人が生き埋めになり、

です。ここでは、食事の提供だけでなく、勉強の面

消防が救助捜索に出たこともある。採鉱が進むにつ

倒も見ているようです。またもうひとつの NPO 法人

れ良質の鉱山も少なくなり 48 年閉山される。

「校友会・子ども家庭支援センター」とも会って話

・上之保はかつては松茸も沢山とれた。労少なくし

を聞いてきました。この子ども食堂の問題は昨日も

て収入の多い松茸盗賊の罰則の古文書によりますと、

関市議会で取り上げられた様ですが、われわれ RC

松茸泥棒の刑は現在の金額に換算すると約 50 万円

がどのようにして補助していくか、まだ模索段階で、

にも及び重い刑罰が与えられた。

これから詰めていきたいです。くわしくは、１０月

・日本教の総本山が上之保に 10 万坪の敷地に本山を

の５日の例会に子ども家庭課の課長さんが卓話に見

構える。日本全国に信者がいる。

える予定ですので、そこで聞いて頂きたいと思いま

・中学校昭和 44 年卒 267 人・・今上之保は武儀中と

す。

合併して津保川中学となる。生徒数 79 名。上之保地

＊会員卓話

波多野源司会員

テーマ 「わがふる里 上之保」

域 20 名。小学校 43 名、保育園園児 21 名。
・小学校は北海道音威子府村と交流、明治 30 年代後

時代の変遷は村の姿、景観をも大

半上之保から十数名が入植し、開拓。現在の音威子

きく変えてまいりました。

府の基礎を作ったと言われ、子孫達が受け継ぎ村長、

上之保は、岐阜県のほぼ中央に位

議長、教育長の要職に就く。

置し、最高標高 701ｍ、最低 139ｍ、面積 49 ㎢、森

・中学はカナダ、ブリティッシュコロンビア州クレ

林が 89.6％、山岳地形、本村は江戸時代以前より明

ストン町と交流、平成 2 年人づくり施策の重大課題

治 4 年までは上之保上下村は庄屋制の配下にあった

に国際交流を位置づけ、上之保国際友好協会を設立、

が、上之保上村を上之保村とし、上之保下村を富之

カナダから英語指導助手を雇った。クレストン町は

保村に分離し、明治 22 年、戸長制度から村長制度に

アメリカの国境から 20 キロに位置し、人口は 4100

人、美しいクットニー湖やロッキー山脈の自然観光

9/9 四日市グループＩＭ 伊佐地金嗣君

地、相互交流が続く。

9/10 科学作品展表彰式 波多野好文君

・ネイチャーランド上之保（キャンプ場）

9/11 岐阜西濃グループＩＭ

・上之保ほほえみの湯が関市から指定管理を受け運

9/11Ｒ財団補助金について打ち合わせ

営している。

波多野好文君、川上勉君、波多野篤志君、西田健一

・上之保の特産ゆずを使ってのゆず加工製品の販売、

君

ゆず祭り。

＜次例会の案内＞

＊出席委員会

第１９１５回 ２０１７年１０月５日（木）

会員数３１名、本日の出席２１名です。

伊佐地金嗣君

卓 話 関市福祉部 子ども家庭課

＊ニコボックス委員会

課長 島田美佳様

・会長・副会長・幹事

テ－マ 「一人親家庭子ども支援」

本日の卓話、波多野源司会員楽しみにしております。

担 当

よろしくお願いします。
・藤村伸隆君
9 月 7 日には「ネイチャーランドかみのほ」へ大変
遠くまで悪天候の中、ご来場ありがとうございまし
た。
・波多野源司君
今日は皆様方の貴重な時間を頂き卓話となりました。
宜しくお願い致します。
・高井良祐君
先週の親睦バーベキューに家内と二人で参加させて
頂きました。親睦の山本さん、上之保の皆様大変お
世話になりました。家内にはおいしいお酒と料理を
頂きすぎて皆様には大変ご迷惑をおかけしました。
ロータリーの友情でお許しください。
・小川糧司君
酒造りの会の皆様、本日稲刈りをしてもらいました。
稲が倒れたことにより発芽してしまい 3 割ぐらい減
のようです。
・広瀬恒行君
波多野さん、卓話ご苦労様です。
・小澤重忠君
波多野源司会員の卓話拝聴楽しみにしています。
２１名のご投函ありがとうございました。
＊幹事報告
本日の例会終了後、理事・役員会、ＩＭ実行委員会
を行います。関係者の方はご出席をお願い致します。
＊メークアップ報告
9/8 美濃ＲＣ例会 前田仁夫君

社会奉仕委員会

