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「新会員スピーチ」猿渡豊さん
「ベトナム視察報告」加藤浩二さん

三輪雄彦さん

前例会の記録・第 2481 回 11 月 14 日（火）12：30
「I・M の報告」「新会員スピーチ」山田一成さん
◆開会点鐘
◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱
◆会長挨拶
本日の卓話の方の紹介をさせ
て頂きます、Ｉ・Ｍの報告を山田
一成さん、新会員スピーチを山田
一成さんワンマンショーですの
で時間まで宜しくお願いします。
１２日（日）には、東海北陸道
グループ、インターシティ・ミー
ティングを関中央ロータリー主幹で関ロータリー
から１１人参加させて頂きました、内容につきま
しては山田さん宜しくお願いします。
１３日（月）には、７３回 東海北陸道グルー
プ・クラブ対抗親睦ゴルフ会には関ロータリーか
ら８人、グループでは４３人参加でした。クラブ
対抗では関中央が優勝で、エースの高木道彦君不
参加でも杉浦さん、伊佐冶啓司さんの活躍、おま
けで私も入り、関 RC が準優勝と健闘しました。個
人賞では、私がベストグロスと優勝をさせて頂き
ました。次回は来年５月２１日グリーヒル関 GC で
開催をされるようで、エースを導入して優勝を狙
いたいと思います。声援ありがとう御座いました。
さて、今年度、国際奉仕委員会の事業でありま
す、ベトナム国内の現状視察と、ベトナム国の若
い労働力の日本就業の可能性調査に、明日から１
９日まで５日間、行ってまいります。出席者は亀
井高髙利さん、奥様、伊佐地英俊さん、加藤浩二
さん、木村聡さん、三輪雄彦さん尾崎嘉彦さん、
臼田龍司さん、塚田浩孝さん、後藤信介の１０名
です。内容については行くメンバー以外はご存じ

では無いと思いますので計画を説明したいと思い
ます。計画は臼田国際奉仕委員長が事前調査、ベ
トナム政府、学校関係、全てのスケジュールを立
て頂き大変有り難く思っています。１５日早朝、
関市を出発し、セントレア発、台湾経由にて、ベ
トナムには１８時に到着。１６日は９時にホテル
出発でＥＳＵＨＡＩ学校にて技術者、研修生の学
校の視察。午後からＡＤＣ学校にて研修生の送り
出し機関の視察、夕方１６時ホテルに到着。この
日の視察は日本の人手不足、高齢化社会をふまえ
て、ベトナムの人達は勤勉で温厚な性格と聞いて
いますので、勉強している姿や学生が日本の事ど
のように思っているか、そうしたところを視察を
したいと思います。１７日は８時にホテル出発で
ウイン ヒイ タム小学校とヴィン ヴァン ジ
ン小学校、二つの学校を訪問します。当初は４校
訪問する予定でしたが、あまりにもハードスケジ
ュールですので今、決定しているのが２校にして
います。視察学校ではサッカーボールと孫六せん
べいをお土産に持っていく予定をしています。メ
ンバーの紹介とロータリークラブ紹介、そして国
際奉仕活動の必要性について視察をさせて頂きま
す。昼食にはベトナム政府の方と学校の方を招待
して意見交換会を開催します。午後からはジェト
ロホーチミン事務所を訪問し最新のベトナム情報
や、ベトナム進出企業の現状説明を聞いてきます。
夕方からは大垣共立銀行ホーチミン駐在員事務所
見学、その後大垣共立銀行の大野所長を招待して
夕食会を開催します。お土産のサッカーボールと
孫六せんべいは、国際奉仕活動の一環としてニコ
ボックス会計より６万円程度使わせて頂きますの
で宜しくお願いします。１８日一日だけ観光に行
かせて頂きます。メコン川クルージング観光。１

９日一路台湾経由でセントレア、関市には２３時
半ごろ帰る予定をしています。５日間かなりハー
ドなスケジュールですが、日本からの声援をもと
にガンバッテまいります。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 奥村敏教
会員 51 名中
30 名出席
出席率 61.23％
◎ニコボックス委員会
委員長 西本理美
会長・副会長・幹事の皆さん・・・先日の IM と東
海北陸道グループゴルフ会には多数の参加、誠に
ありがとうございました。新会員のスピーチと IM
の報告を山田一成さんよろしくお願いします。
堀部、長尾、酒井、加藤（浩）、林（昇）、髙木（道）、
加藤（照）、山谷、西本の皆さん・・・本日の新会員
スピーチ、山田さんよろしくお願いします。気楽
に、頑張って下さい。
後藤信介さん・・・第７３回東海北陸道グルー
プ・クラブ対抗親睦ゴルフ会にて、個人優勝させ
ていただきました。ありがとうございました。
大澤竜一さん・・・妻へのバースデーカード、
ありがとうございました。
◆「I・M の報告」山田一成さん
日時：平成 29 年 11 月 12 日（日）12：00
場所：JＡめぐみの本店 2 階大ホール
ホスト：関中央ロータリークラブ
IＭの意味を知らないまま参加しました。当日渡
された IＭプログラムを眺めると、表紙には「東海
北陸道グループ インターシティ・ミーティング」。
1 ペーシ目のガバナー補佐、伊佐地金嗣様の挨拶に
「IＭ（都市連合会）
」と書いてあります。何とな
く意味が分かった様な気になりました。が、やっ
ぱり自分で調べる事も必要と思い、早速ネットで
調べてみました。調べた結果、皆さんはご存知の
通り。IＭとは、
（Iｎｔeｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉ
ｎｇ）インターシティ・ミーティングの頭文字で、
近隣都市の複数のクラブで実施する都市連合会の
ことです。後は長い文章が続きましたので割愛し
ます。さて、この IＭがＪＡめぐみの本店にて開催
されました。午前 11 時に受付が開始。昼食後の
12 時点鐘でスタート。国歌「君が代」そしてロー
タリーソング「奉仕の理想」を斉唱し開会しまし
た。先ず、ホストクラブの関中央ロータリークラ
ブ波多野好文会長が歓迎の挨拶をされました。そ
の後、第 2630 地区ガバナー田山雅敏様がガバナー
挨拶をされました。関市教育長挨拶を関市教育長、
吉田康雄様。次期開催クラブ代表挨拶を各務原か
かみのロータリークラブ会長、重谷一郎様から、
「次期開催の日にちは、11 月 11 日。1 が 4 つ並び
ます。1 人でも多くの方に出席して頂きたい。
」と
挨拶されました。15 分の休憩後の、午後 1 時に I

Ｍ実行委員長の小川糧司様から「本日のテーマと I
Ｍの趣旨説明」をされました。今回の IＭのテーマ
「今できること」～地中熱利用を考える～と題し
て、基調講演の講師は、岐阜大学工学部社会基盤
工学科教授で、岐阜地中熱利用研究会会長の大谷
具幸様。
「再生エネルギーである地中熱利用の原理
と可能性」について講演を聞く事が出来ました。
講演の中では、東京スカイツリーにも地中熱が利
用されており、深さ 120ｍの地中から取り出した熱
を、周辺地域約 10ha に熱供給を行っています。地
中熱利用の省エネ効果については、同規模の従来
システムと比べ、エネルギー消費量を年間 48％削
減出来る予定。地中熱とは地表から、約地下 200
ｍの深さまでの地中にある熱の事を言います。深
さ 10ｍ以上の地中温度は季節に関わらず、ほぼ安
定していて、夏は外気温より冷たく、冬は外気温
より暖かい性質を持っています。この安定した熱
エネルギーを地中から取り出し、冷暖房や給湯、
除雪などに利用することを「地中熱利用」と呼ん
でいます。その利用方法は、ヒートポンプシステ
ム、空気循環、熱伝導、水循環、ヒートパイプの 5
つに分類することができ、用途に合わせて選定す
ることになります。大谷教授の基調講演が進むに
つれ、会場は「地中熱利用」同様に熱気を帯びて
来ました。事例紹介として、棚橋工業株式会社、
取締役総務部長の不破裕康様から事例紹介されま
した。興味深かった点は、棚橋工業㈱では、もと
もと工場の塗装工程で地下水を使用しており、空
調設備の更新時期が来ていた時、たまたま偶然、
講演会で地中熱利用の話を聞いて、平成 24 年度再
生可能エネルギー、熱事業者支援対策事業の補助
金制度を利用した。との事です。弊社の工場でも
地下水を使用しているので、地中熱利用ができそ
うだ！と安易に考えましたが、設備投資の金額が
数千万円必要であり、直ぐ実行に移せない事が残
念ながら判明しました。地中熱を利用した冷暖房
設備、棚橋工業㈱不破様の事例紹介が終了。カウ

ウンセラー講評後、ホストクラブ副会長の佐藤忍
様から閉会の挨拶。約 3 時間にわたる IＭが閉会し
ました。今回、初参加させて頂きました IＭ。自分
には、とても貴重な講演であると感じました。ま
た、ロータリーを勉強する事が出来たと思いまし
た。最後に、今回 IＭ報告を例会にてさせて頂きま
した。この機会を頂けた事に、とても感謝いたし
ます。以上、IＭ報告を終了します。
◆「新会員スピーチ」山田一成さん
こんにちは。東海
金属工業㈱山田一成
です。自己紹介をさ
せて頂きます。1973
年 7 月 17 日生まれ今
年 44 才、かに座の
AB 型です。
関市小金田地区出身。
3 人兄弟、姉が 2 人
いる末っ子の長男で
す。今現在、妻と娘
2 人 （小学校 5 年
生・3 年生）の 4 人家族。貴船町に住んでいます。
ちなみに、
妻と娘 2 人も AB 型です。
趣味は読書と、
今年 1 月から挑戦中のゴルフです。ゴルフを始め
た当初、コースに出れば毎ホール OB でボールを無
くし、打数が数え切れないほど打ち、もちろん！
当然パーターもダフります。クラブを常に 4 本持
って打ったボールまで猛ダッシュを繰り返す。例
えるのなら、ゴルフと陸上競技を合わせた新種目
スポーツをやっている感覚です。しかし、最近は
少々腕を上げ？気が付けば無類のバンカー好きの
バンカー星人。とにかくバンカーに吸い寄せられ
ます。バンカーからバンカーに打ち込むことも得
意になりました。直近の練習場では、何故か？ア
イアンが、野球で例えると全盛期の落合博満バリ
のライト打ち。低い綺麗な弾道でライン際に飛び、
そこから急激にスライスします・・・本当にゴル
フって難しいです。目標は、今年中に 100 をきる
ことです。高校は武義高校に進学し、部活動は 3
年間野球部に所属しました。弱小野球部なのに何
故か練習はとてもきつく厳しい。少数精鋭？（た
だ部員が少ないだけ）のため 1 人当たりの練習量
が（誤って）豊富になってしまい、毎日ヘトヘト。
全身筋肉痛の日々でした。ちなみに裏方雑用係の
ポジションでは、僕が常に主力級でした。声出
し、
・ボール拾い・グランド整備・ランナーコーチ・
試合中のボールボーイが得意です。
（実際のプレー
の方は、もっぱら脇役中の脇役ですが・・・）高
校卒業後は地元郵便局に就職。郵便局では窓口業
務を担当し、郵便・貯金・保険業務の接客をして

いました。1999 年 10 月に妻と結婚。約 8 年勤務し
た郵便局を退職、2000 年 1 月から義理の父が経営
する会社、東海金属工業㈱に入社しました。（会社
はプラスチック製品にめっき加工をしています。
キッチン周り、蛇口やレバーハンドル。お風呂の
シャワーヘッドやハンドル等の部品。車・バイク
部品等もめっき加工しています。）それまでの業種
と打って変わり畑違いの製造業。常に右も左もわ
からない状態の日々。しかし、気付けば今年で 18
年目。工場現場では、日々さまざまなトラブル、
アクシデントが勃発。小忙しい毎日を過ごさせて
いただいています。最後に関ロータリークラブに
入会して３ヶ月が経ちます。スポンサー会員にな
っていただきました清水善光様、土屋佳久様、林
昇様、大変感謝しております。ロータリアンの優
しい先輩方、お仲間になれてとても幸せです。例
会に出席して、ロータリアンとして奉仕の心を持
ち「四つのテスト」「ロータリーの目的」を考え活
動していきます。これからもご指導ご鞭撻どうぞ
よろしくお願い致します。
◆幹事報告
◎例会変更と休会通知
・美濃 RC
◎例会終了後「理事、役員会」開催
◆11 月ゴルフ会
日時：11 月 8 日（水）10：09 スタート
場所：美濃関カントリークラブ
優勝：猿渡豊さん

次例会のご案内
11 月 28 日（火） 12：30
「市政の取組について」関市長 尾関健治様
担当：パスト会長
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

