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鵜飼シーズンを控えて

＊会長あいさつ

波多野好文会長

がします。ちなみにわが岐阜県は、下呂・奥飛騨温
泉等ありますが、20 位以内には入っていません。
温泉の源泉の数は全国に 27,701 ヶ所あり、総ゆう

先日、岐阜新聞に下呂温泉の

出量は毎分 2,567,825ℓだそうです。源泉・ゆう出量

2017 年の年間宿泊者数が 10 年ぶ

とも最も多いのが大分県で 4,000 ヶ所を超える源泉、

りに 110 万人を超えたという記事

ゆう出量も毎分 279,463ℓとダントツです。その他、

が載っていましたので、今日は温泉
の話をしたいと思います。この下呂温泉の宿泊者は
前年度比 5.4%増の 110 万 4404 人を数え、特に外国
人、中国・タイ・ヨーロッパからの団体客が増えた
のが要因だそうです。国内よりの客は、格安航空会
社（ＬＣＣ）の増加により、前年度より 3.4％とわず
かながら増えているそうです。日本全体で見ると、
総宿泊者数は 132,064,038 人で前年度よりおよそ
400 万人増えています。これも下呂と同じ外国人が
増えたのが要因でまさに外国人様様の状況です。し
かし、温泉宿泊施設の収容力は年間５億人を超えて
いて、宿泊稼働率は 26.4％とまだまだ余裕がありま
す。

４つのテスト

１.真実かどうか

２.みんなに公平か

都道府県別にみると、最も宿泊者数が多いのが、北
大きな温泉地が有るところばかりで、わかる様な気

担当：会計監査

鵜匠 足立 陽一郎 様

テーマ 「 県 政 報 告 」

海道で以下静岡、長野、群馬、大分、兵庫の順です。

様

＊お客様の紹介

担当：青少年育成委員会

源泉数は鹿児島・静岡・北海道の順、ゆう出量は北
海道・鹿児島・青森の順です。しかし、源泉の 37%
が未利用で捨てられていて、大変もったいないよう
な気がします。また、楽天によると、全国の人気温
泉地ランキングは１位が熱海温泉、２位が別府温泉、
３位が草津温泉となっています。以下鬼怒川・那須・
伊東・秋保・白浜・湯の川と続き 10 位に我が下呂温
泉が入っています。また飛騨高山温泉が 20 位にラン
クされています。
温泉の源泉にもいろいろあって、草津温泉のよう
な酸性が強く湯の花が多い温泉、白骨温泉のような
白く濁った温泉、長良川温泉のような赤く鉄分の多

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

い温泉、湯屋温泉のサイダーのような炭酸水素泉、

り、とれないこともあります。我々としても魚をと

下呂温泉のような無色透明の肌がつるつるになる温

るところをお見せしたいわけですが、自然が相手で

泉といろいろありますが、皆さんはどんな温泉が好

ありますからそうとばかりとは言えないわけです。

みでしょうか。

外国の方だと魚をとる、とらないではなく、小瀬の

日本の温泉地の数は約 3,800 ヶ所あり、47 都道府

鵜飼のロケーションが非常に素晴らしい、暗闇の中

県すべてに温泉があるようです、大きなホテルから、

で火の粉があって、昔から「同じ漁法」、
「同じ格好」、

山の中の一軒宿、電気がないところから、船でしか

「同じ場所」で行われていること、それが素晴らし

いけないところ等いろいろあるようですが、これか

いといわれます。そのためには変えてはいけない部

ら気候がよくなりゴールデンウイークももう間近で

分があります。例えば、船は昔からの木造でなくて

す。皆さん家族サービスで温泉にいってみては、い

はいけない、それがプラスチックの船になってしま

かがでしょうか。

うと音が違うなどありますので、昔ながらの形で変

＊卓

えず続けていきたいと思っています。
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実は、今日もＮＨＫの方が小瀬の橋で撮影されて

「鵜飼シーズンを控えて」

いました。今の朝ドラの「半分、青い」の幼少期の

5 月 11 日から鵜飼が始まります。

シーンは小瀬の橋で撮影されました。去年の秋に 1

毎年 4 月の中過ぎますと順番に慌た

日かけてドローンで撮影されましたが、映像という

だしくなってまいりますが、今年は特にバタバタし

のは、実際にテレビで見ますと非常に綺麗に見えま

ております。小瀬の鵜飼を盛り上げようということ

す。自分はこんな素敵なところに住んでいるんだな

で、先日鵜を連れて東京で実演をしてほしいと依頼

と改めて思いました。映像を見られた方が小瀬の鵜

がありました。明日から 3 日間、東京スカイツリー

飼にでも行ってみようかと思っていただければいい

に鵜を連れて行って来ます。鵜はとても神経質な鳥

なと思います。

ですので、慣れない環境で魚がとれるかは難しいか

＊その他委員会報告

もしれません。今夜、鵜を送り、私は最終日が任さ

地区研修・協議会

れております。
ロータリーも国際的な活動をされておりますが、
小瀬の鵜飼にも外国人の方がいらっしゃいます。昔

戦略計画部門報告
波多野篤志次期会長
第 1 セッションは、会長エレクト、

は日本人の方でも若い方をみるのは稀で、ご年配の

次期ガバナー補佐、次期地区委員長の会議で、講師

方が多かったのですが、最近はカップルでみえたり、

はガバナーノミニーの辻正敏さんでした。戦略計画

外国の方が個人でみえたり、名古屋から国際ライセ

の中で一番考えなくてはならないことは会員基盤増

ンスで車を借りてみえたりすることも珍しくなくな

強維持だということをいわれました。最近会員が増

ってきました。外国のお客様で素晴らしいと思うの

えない中で問題になっているのは、ロータリーの例

は、例えば、私の場合ですと 17 代続いている鵜匠と

会でロータリーの話が少なくなったと言われました。

いうのは、さほど歴史が古くない国の方は非常に感

ロータリーの目的は綱領の中にも書かれていますが、

銘を受けられます。バックグラウンドに興味があり、

「奉仕の理想」がロータリーの目的のキーフレーズ

鵜飼だけではなく、背景に興味があって聞いてこら

である。そして、日本ロータリーの心を表す理念の

れます。私は船頭として中学生の頃から船に乗り始

原点は三つあり、①ロータリーの目的「綱領」
、②決

めましたが、その頃は石も大きく、非常に大きな魚

議 23-34 の中に有る超我の奉仕「最も多く奉仕する

がいて、9 月ぐらいに台風が終わってから、鵜飼をす

者、最も多く報いられる」
、③四つのテストであると

ると、自分の腕ぐらいのサバのような大きな鮎がい

言われました。これを例会で掲げて行ってほしいと

ましたが、今は非常に小さい鮎が多くなってきてお

話されました。また、例会の大切さ、財団を有効に

使うというお話をされました。
第 2 セクションは戦略計画部門で、
会長エレクト、
次期幹事、次期会計、次期ガバナー補佐、次期地区
委員長が講義を受けました。地区研修リーダーの岡
田信春さんのお話で、日本ロータリー100 周年実行委
員会 アンケート調査の結果（2017 年度 11 月号ロー
タリーの友掲載）を基にお話しされました。
1.クラブの現状と課題について
会員の高齢化、会員の減少・・改めて会員増強が急
務
2.クラブの運営について
例会、委員会活動などのマンネリ化、ネット対応不
十分
3.ロータリーを続ける理由（魅力）
異業種交流ができる。生涯の友人、仲間ができる
2017 年度 11 月号のロータリーの友を見て頂きたい
と思います。
来年度クラブの運営に生かして進めていきたいと
思いますのでよろしくお願い致します。
＊出席委員会
会員数 31 名、本日の出席 22 名です。
＊ニコボックス委員会
・会長・副会長・幹事
鵜匠 足立陽一郎様、当クラブへお越し頂きありが
とうございます。卓話をよろしくお願いします。
・小澤重忠君
鵜匠 足立陽一郎様には、ご多忙の中、本日卓話を
快くご承諾頂き誠にありがとうございます。よろし
くお願い致します。
22 名のご投函ありがとうございました。
＜次例会の案内＞
第 1939 回 2018 年 5 月 24 日（木）
卓

話 せき・まちづくりＮＰＯぶうめらん
代表 北村 隆幸 様

テーマ 「せきし 街づくりの 今」
担 当 職業奉仕委員会

