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＜前回の記録

第 2534 回

  会員卓話

 

司 会 進

点

ソ ン

出 席 表

  3 年 廣瀬泰輔会員

  7 年 平岩憲政会員

  11 年 水上成樹会員

 14 年 畑中伸夫会員・三原慎也会員

 18 年 林

  20 年 遠藤主税会員・西川

 21 年 村土時男会員

  26 年 村井義孝会員

  29 年 遠山一男会員

  45 年 羽田野優男会員・小板慶一会員

出 席 報

ニ コ Ｂ Ｏ

・本日はつまらない話になるかと思いますが、よろしく

お願いします。

・沢山のニコ

っていますが、酒井さんに全部話してもらう事になっ

ています。

・澤崎 茂会員、酒井智義会員、本日の卓話ご苦労様で

す。よろしくお願い致します。

・酒井さん、澤

会員数 

39 名(免除 1

＜本日のプログラム＞

第 2535 回

年次総会

創立50

                 

例会日：毎週木曜日 12

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野

TEL(0575)67ー

-mail:rc-8man@abeam.ocn.ne.jp

URL:http://gujohachiman

年度国際ロータリー会長

年度国際ロータリーテーマ

            

 平成 22 年

      I.M.報告

記録＞  

回 平成 29 年

会員卓話 酒井智義会員・澤崎

司 会 進 行 西村 肇

点 鐘 西川 昇会長

ソ ン グ 郡上八幡ロータリーの歌

出 席 表 彰 畑中伸夫出席担当責任者

廣瀬泰輔会員  

平岩憲政会員  

水上成樹会員 

畑中伸夫会員・三原慎也会員

林 健吉会員 

遠藤主税会員・西川

村土時男会員 

村井義孝会員 

遠山一男会員 

羽田野優男会員・小板慶一会員

出 席 報 告 畑中伸夫担当責任者

ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 廣瀬泰輔担当責任者

本日はつまらない話になるかと思いますが、よろしく

お願いします。       

沢山のニコ BOX、有難うございます。卓話が本日にな

ますが、酒井さんに全部話してもらう事になっ

ています。              

茂会員、酒井智義会員、本日の卓話ご苦労様で

す。よろしくお願い致します。

・酒井さん、澤崎さん、卓話よろしくお願いします。

 出席 

1 名) 29 名 

＜本日のプログラム＞

回 平成 29 年

年次総会 

50周年について

 

 

            

12 時 30 分           

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野 67(

ー0314  FAX(0575)67

8man@abeam.ocn.ne.jp

URL:http://gujohachiman

年度国際ロータリー会長：イアン・ライズリー

年度国際ロータリーテーマ：ROTARY

             

年 9 月 9 日 

報告 

年 11 月 30 日

酒井智義会員・澤崎

肇 SAA 

昇会長 

郡上八幡ロータリーの歌

畑中伸夫出席担当責任者

  6 年 西村 

  8 年 前田伊三夫会員

 

畑中伸夫会員・三原慎也会員

   

遠藤主税会員・西川 昇会員

  23 年 森下 

  27 年 松森 

 

羽田野優男会員・小板慶一会員

畑中伸夫担当責任者 

廣瀬泰輔担当責任者 

本日はつまらない話になるかと思いますが、よろしく

            

、有難うございます。卓話が本日にな

ますが、酒井さんに全部話してもらう事になっ

              

茂会員、酒井智義会員、本日の卓話ご苦労様で

す。よろしくお願い致します。     

崎さん、卓話よろしくお願いします。

 補正 合計

 7 名 36

＜本日のプログラム＞  

年 12 月 7 日 

周年について(羽田野優男実行委員

WEEKLY

国際ロータリー

            東海北陸道

           

67(八幡建設２

FAX(0575)67－0005 

8man@abeam.ocn.ne.jp       

URL:http://gujohachiman-rc.com/       

イアン・ライズリー

ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

 第 2 木曜日

日 木曜日 

酒井智義会員・澤崎 茂会員

郡上八幡ロータリーの歌 

畑中伸夫出席担当責任者 

 肇会員 

前田伊三夫会員 

畑中伸夫会員・三原慎也会員 

昇会員 

 光会員 

 薫会員 

羽田野優男会員・小板慶一会員 

 

 

本日はつまらない話になるかと思いますが、よろしく

     酒井智義

、有難うございます。卓話が本日にな

ますが、酒井さんに全部話してもらう事になっ

              澤崎 茂

茂会員、酒井智義会員、本日の卓話ご苦労様で

     西川 昇

崎さん、卓話よろしくお願いします。

岩尾 

合計 出席率

36 名 94.7％

 第 1 木曜日

羽田野優男実行委員長

WEEKLY REPORT

国際ロータリー第

東海北陸道グループ

             

八幡建設２F)     

0005     

        

       

イアン・ライズリー(Sandringham

MAKING A DIFFERENCE

木曜日 

  

茂会員 

本日はつまらない話になるかと思いますが、よろしく

酒井智義 

、有難うございます。卓話が本日にな

ますが、酒井さんに全部話してもらう事になっ

茂 

茂会員、酒井智義会員、本日の卓話ご苦労様で

昇 

崎さん、卓話よろしくお願いします。 

 誠 

・入会以来、クラブ例会丁度

事に対し、友情と理解にあらためて感謝。有難う御座

います。

・澤崎会員、酒井

みにしています。

・澤崎君、酒井

くお願いします。

・出席表彰をして頂き有り難うございました。

  

  

  

  

・澤崎君、酒井君、卓話よろしくお願い致します。楽し

みにしております。

  

  

  

  

  

  

幹 事 報

・日本事務局経理室より

・ガバナー事務所より

第

・関中央・美濃・関・各務原かかみの・郡上長良川

より

・郡上市環境団より

・郡上市青少年育成市民会議より

＜拝受＞

・各務原かかみの

と収支報告書

・グループ内各クラブより

出席率 

％ 

＜次回の予定＞

第

     

           

木曜日 

長) 

REPORT      

第 2630 地区

グループ 

   会    長   

   副 会 長    

     幹    事   

 広報委員長

       会報担当者

Sandringham ロータリークラブ

MAKING A DIFFERENCE (ロータリー

・入会以来、クラブ例会丁度

事に対し、友情と理解にあらためて感謝。有難う御座

います。              

・澤崎会員、酒井

みにしています。

・澤崎君、酒井君の卓話、楽しみです。面白い話よろし

くお願いします。

・出席表彰をして頂き有り難うございました。

 羽田野優男・松森

 村土時男・遠藤主税・西川

 畑中伸夫・三原慎也・水上成樹・平岩憲政

 西村 肇・廣瀬泰輔

・澤崎君、酒井君、卓話よろしくお願い致します。楽し

みにしております。

 遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

 平岩憲政・廣瀬泰輔・河合

 松森 薫・三原慎也・水上成樹・森下

 西村 肇・野田三津雄・大畑於左武・奥村芳弘

 大前正行・坂本

 和田詠伸・渡邉

幹 事 報 告 

日本事務局経理室より

・ガバナー事務所より

第 6回日台親善会議登録最終確認

・関中央・美濃・関・各務原かかみの・郡上長良川

より例会変更の案内

・郡上市環境団より

・郡上市青少年育成市民会議より

＜拝受＞ 

各務原かかみの

と収支報告書 

・グループ内各クラブより

＜次回の予定＞

第 2536 回 平成

     会員卓話

           

      

 
地区  

   ： 西川 昇

    : 村土時男

   ： 岩尾 

広報委員長  ： 森下 

会報担当者  ： 國田大雄

ロータリークラブ

ロータリー：変化をもたらす

・入会以来、クラブ例会丁度 2,000

事に対し、友情と理解にあらためて感謝。有難う御座

              

・澤崎会員、酒井会員、本日の卓話ご苦労様です。楽し

みにしています。            

君の卓話、楽しみです。面白い話よろし

くお願いします。            

・出席表彰をして頂き有り難うございました。

羽田野優男・松森 薫・村井義孝・森下

村土時男・遠藤主税・西川

畑中伸夫・三原慎也・水上成樹・平岩憲政

肇・廣瀬泰輔 

・澤崎君、酒井君、卓話よろしくお願い致します。楽し

みにしております。 

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

平岩憲政・廣瀬泰輔・河合

薫・三原慎也・水上成樹・森下

肇・野田三津雄・大畑於左武・奥村芳弘

大前正行・坂本 仁・竹内巧治・田代東次郎

和田詠伸・渡邉 剛・山川直保

 岩尾 誠幹事

日本事務局経理室より 12 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ

・ガバナー事務所より今年度各賞・表彰推薦のお願いと

回日台親善会議登録最終確認

・関中央・美濃・関・各務原かかみの・郡上長良川

例会変更の案内 

・郡上市環境団より郡上市環境団表彰者の選考について

・郡上市青少年育成市民会議より

各務原かかみの RC よりグループゴルフ大会の成績表

 

・グループ内各クラブより週報

＜次回の予定＞ 

平成 29 年 12

会員卓話  

           

       

昇 

村土時男 

 誠 

 光 

國田大雄・前田伊三夫

ロータリークラブ・オーストラリア

：変化をもたらす

2,000 回皆出席達成出来た

事に対し、友情と理解にあらためて感謝。有難う御座

              大畑於左武

会員、本日の卓話ご苦労様です。楽し

            

君の卓話、楽しみです。面白い話よろし

            

・出席表彰をして頂き有り難うございました。

薫・村井義孝・森下

村土時男・遠藤主税・西川 昇・林 健吉

畑中伸夫・三原慎也・水上成樹・平岩憲政

・澤崎君、酒井君、卓話よろしくお願い致します。楽し

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林 

平岩憲政・廣瀬泰輔・河合 修・川井昭司

薫・三原慎也・水上成樹・森下 

肇・野田三津雄・大畑於左武・奥村芳弘

仁・竹内巧治・田代東次郎

剛・山川直保 

幹事 

月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄの連絡

今年度各賞・表彰推薦のお願いと

回日台親善会議登録最終確認 

・関中央・美濃・関・各務原かかみの・郡上長良川

郡上市環境団表彰者の選考について

・郡上市青少年育成市民会議より表彰候補者推薦の依頼

グループゴルフ大会の成績表

週報 

12 月 14 日 第

  松良 努会員

           岩出明喜会員

・前田伊三夫 

・オーストラリア) 

：変化をもたらす) 

回皆出席達成出来た

事に対し、友情と理解にあらためて感謝。有難う御座

大畑於左武 

会員、本日の卓話ご苦労様です。楽し

            村土時男 

君の卓話、楽しみです。面白い話よろし

            村井義孝 

・出席表彰をして頂き有り難うございました。 

薫・村井義孝・森下 光 

健吉 

畑中伸夫・三原慎也・水上成樹・平岩憲政 

・澤崎君、酒井君、卓話よろしくお願い致します。楽し

 健吉 

修・川井昭司 

 光 

肇・野田三津雄・大畑於左武・奥村芳弘 

仁・竹内巧治・田代東次郎 

の連絡 

今年度各賞・表彰推薦のお願いと

・関中央・美濃・関・各務原かかみの・郡上長良川 RC

郡上市環境団表彰者の選考について 

表彰候補者推薦の依頼 

グループゴルフ大会の成績表

第 2 木曜日 

努会員 

岩出明喜会員 

 

 

 

 

 



・岐阜県環境生活部より

委 員 会 報

・平岩憲政親睦委員長

 忘年例会の案内…

・羽田野優男

 来週の例会で意見交換しますのでお願いします。

会 長 の 時

11 月 20 日に小笠原君が入院されましたので、本日理

事各位にご承認頂き、クラブよりお見舞いを持つことに

なりましたのでご報告します。

11 月 17 日に指名委員会を開催しましたので、本日、

次年度理事役員の指名案を発表致します。

会の年次総会にて承認を得、決定となりますのでよろし

くお願い致します。

11 月 27 日に、グループ内第

原の方でありました。ガバナー補佐より各クラブに、細

則改定進捗状況のお尋ねがありましたので、当クラブは

昨年度 1年間かけて討議し、今年度

とを報告しました。ガバナー補佐に文書で報告したのは、

当クラブだけで

す。ありがとうございました。

会 員 卓

あり、1千人位出席する中で代理で出席された方が、「私

では役不足でございますが、挨拶させて頂きます。」と

言われました。それはちょっと違うのではないかと思い

ました。役不足とは、自分の力量よりも役が軽すぎると

いうことで、まったく逆のことを言われた訳です。皆さ

んもこのような間違いを聞かれることがあるかと思い

ますが、「役不足」とは、役目が実力より軽いこと、与

えられた役目に満足しないことという意味ですので、先

ほどの場合は、「力不足」なら良いと思います。

 次は「一本締め」ですが、よく宴会の終わりにあると

思います。本来は、

のが一本締めで、

は 1回だけを一本締めと言っていますが、正式には違い

ます。3×3は

になって丸くおさまる、その丸くおさまった事に感謝し

て行う行為という意味があるそうです。

 「初老」という言葉ですが、私たちは初老というと

60 歳くらいのイメージですが、本来は

時代に満 40 歳で「初老の賀

ように呼んだと言われており、ちなみに数え年の

は男の厄年なので、気をつけなさいという意味もあるよ

うです。還暦は満

 「ハッカー」は、悪いイメージがありますが、本来は

コンピューターについて深い知識を持つ人という意味

です。不正アクセスをする人はクラッカーと言います。

 「姑息」は、「あの人は姑息な手段を使った」など卑

・岐阜県環境生活部より「人権だより

委 員 会 報 告 

・平岩憲政親睦委員長 

忘年例会の案内…12/22(

・羽田野優男 50 周年実行委員長

来週の例会で意見交換しますのでお願いします。

会 長 の 時 間 西川 昇会長

日に小笠原君が入院されましたので、本日理

事各位にご承認頂き、クラブよりお見舞いを持つことに

なりましたのでご報告します。

日に指名委員会を開催しましたので、本日、

次年度理事役員の指名案を発表致します。

会の年次総会にて承認を得、決定となりますのでよろし

くお願い致します。 

日に、グループ内第

原の方でありました。ガバナー補佐より各クラブに、細

則改定進捗状況のお尋ねがありましたので、当クラブは

年間かけて討議し、今年度

とを報告しました。ガバナー補佐に文書で報告したのは、

当クラブだけでした。岩尾幹事のおかげと思っておりま

す。ありがとうございました。

会 員 卓 話 酒井智義会員

 今日は、よく間違えて使われて

いる言葉についてお話しようと

思います

う言葉ですが、私もちょっと気に

なったことがありました。今年の

6月に名古屋で税理士会の総会が

千人位出席する中で代理で出席された方が、「私

では役不足でございますが、挨拶させて頂きます。」と

言われました。それはちょっと違うのではないかと思い

ました。役不足とは、自分の力量よりも役が軽すぎると

いうことで、まったく逆のことを言われた訳です。皆さ

んもこのような間違いを聞かれることがあるかと思い

ますが、「役不足」とは、役目が実力より軽いこと、与

えられた役目に満足しないことという意味ですので、先

ほどの場合は、「力不足」なら良いと思います。

次は「一本締め」ですが、よく宴会の終わりにあると

思います。本来は、3回×

のが一本締めで、1回だけは一丁締めと言います。現在

回だけを一本締めと言っていますが、正式には違い

は 9、漢字で書くと九、これに

になって丸くおさまる、その丸くおさまった事に感謝し

て行う行為という意味があるそうです。

「初老」という言葉ですが、私たちは初老というと

歳くらいのイメージですが、本来は

歳で「初老の賀

ように呼んだと言われており、ちなみに数え年の

なので、気をつけなさいという意味もあるよ

うです。還暦は満 60 歳、古希は数え年

「ハッカー」は、悪いイメージがありますが、本来は

コンピューターについて深い知識を持つ人という意味

です。不正アクセスをする人はクラッカーと言います。

は、「あの人は姑息な手段を使った」など卑

「人権だより No.71

12/22(金)勝美屋にて

周年実行委員長 

来週の例会で意見交換しますのでお願いします。
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日に小笠原君が入院されましたので、本日理

事各位にご承認頂き、クラブよりお見舞いを持つことに

なりましたのでご報告します。 

日に指名委員会を開催しましたので、本日、

次年度理事役員の指名案を発表致します。

会の年次総会にて承認を得、決定となりますのでよろし

日に、グループ内第 2回会長・幹事会が各務

原の方でありました。ガバナー補佐より各クラブに、細

則改定進捗状況のお尋ねがありましたので、当クラブは

年間かけて討議し、今年度 7月より改定したこ

とを報告しました。ガバナー補佐に文書で報告したのは、

した。岩尾幹事のおかげと思っておりま

す。ありがとうございました。 
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言われました。それはちょっと違うのではないかと思い
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、漢字で書くと九、これに
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言われていました。以来、大西家とは私の代まで親類(本

私の苗字は澤崎ではなく、本当は大西と言います。明

つける事となり、大西と言う苗字であ

たのが、円徳寺の西側は皆、澤崎となりました。本家

荘屋であったので、八幡へ出ていました。

その留守に、苗字を届ける事となり、隣の人がその当番

であって、期限が来ていて、早く苗字を出す様に言われ

家はその部落で生活していま

。仕方がなくて円徳寺へ行き話をすると、澤崎山円

崎を名のれと

言う事で、全員澤崎となりました。大西氏が八幡より帰

、これを聞き、大層怒りましたが、すでに遅く、中西

私の先祖は大工で、代々続き、父で八代となり、大地

主となりました。祖父は獣医師で、私を医師にする様父

に依頼し医師になりました。大正の初め家は破産し父は

次に、体力増強と免疫力を増す方法についてお話しま

①第一に睡眠を良くとり、寝不足をしないことです。寝

ている間に一日の老廃物を体が処理してくれます。 

②筋力を鍛えることです。今まで筋肉は体を動かすため

にあると思われてきましたが、近頃は免疫力を増強す

る役目がある事がわかってきたので、運動をすること

③男性ホルモンの増す食事を多くとることです。とろろ

芋、タマネギ、海のカキが男性ホルモンを増すと言わ

れています。昔から強壮剤と言われているものは、朝

 


