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前例会の記録・第 2499 回 4 月 17 日（火）12：30
「関のホタル」 環境ネットせき 代表 平田和雄様
「地区協議会の報告」 大澤竜一さん
◆開会点鐘
◆「それでこそロータリー」斉唱
◆会長挨拶
本日の卓話の方を紹介させて頂
きます。環境ネットせき、代表 平
田和雄様です。今日は「関のホタ
ルについて」後ほど、お話をして
頂きます。宜しくお願いします。
もうひと方、先週土曜日開催され
ました、地区研修協議会の報告を
大沢竜一さん宜しくお願いします。
さて今日は「ことわざ」につい
てお話をさせて頂きます。ことわざは古くから伝わっ
てきているものですが、私の好きなことわざに「風が
吹けば桶屋が儲かる」というものがあります。風が吹
くと砂ぼこりが舞う、砂ぼこりが舞うと目に入る…と
いうように様々な現象が次から次に起きて、最終的に
は桶屋が儲かる、という落語のような話ですが、改め
て考えると、このことわざは何を伝えたいのでしょう
か？単に話に面白さもあって、伝わっている面もある
かと思いますし、物事は関係ないようにみえて関係し
ているのだ、という意味で捉えられていることが多い
と思います。似たような意味では「蝶が羽ばたくとハ
リケーンが起こる」という、ことわざも海外には存在
しているので、こういった話は万国共通なのかもしれ
ません。ただ、私はこの言葉をもう少し拡大解釈して
「何が自分の役に立つかわからないので積極的に行
動していこう」という意味で捉えたいと思っています。
一見関係ないように見えることも、
実はどこかで繋が
っているか。解らない。仕事はまさにこの繰り返しで
はないでしょうか？例えば一見地味で単純な会議の
資料をコピーして作成する、という作業でも文字は鮮
明に読めるか・ページの抜けはないか・という確認を
し、めくりやすい位置にホッチキスがとじられている
か・出席者が増える可能性を考えた予備はあるか・と
いったことの積み重ねで最終的な会議の進行具合や
内容の決定が変わることは大いにありえることだと
思います。我々がロータリー活動をしている事も奉仕

活動をすれば、青少年育成、社会貢献に繋がり、マス
コミに取り上げられ、ＰＲにもなり、ロータリーの魅
力を社会に評価して頂けるのではないでしょうか。す
ると、ロータリーに入会したい人が増え、増々ロータ
リー活動が活発に成るのではないでしょうか？
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 奥村敏教
会員 49 名中
28 名出席
出席率 58.34％
◎ニコボックス委員会
委員 木村聡
会長・副会長・幹事の皆さん・・・環境ネットせき 代
表 平田和雄様、お忙しい中ようこそ関 RC へお越し
下さいました。「関のホタルについて」勉強させてい
ただきます。地区研修協議会の報告、大澤竜一さんよ
ろしくお願いします。
次期会長・副会長・幹事の皆さん・・・関ホタルの
会 平田和雄様ようこそ関 RC へ。お忙しい中、卓話
をお引き受けいただきありがとうございます。次年度
は蛍育成事業を計画しておりますので蛍の現状や今
後の課題をお聞かせください。
長尾、清水（善）の皆さん・・・ホタルの会の平田
様、会員が皆興味を持って勉強したいと思っています。
次年度の当クラブの取組におおいに参考にしたいと
思いますのでよろしくお願い致します。地区研修協議
会報告の大澤さん、研修の成果を遺憾なく発揮してく
ださい。
山谷庸二さん・・・環境ネットせき 平田和雄様、
ようこそ関 RC へお越し下さいました。本日の卓話よ
ろしくお願い致します。また、次年度の蛍育成事業も
ご指導よろしくお願い致します。本日、例会出席でき
ず申し訳ありません。
酒井、古田、林（昇）、大岩、岩本の皆さん・・・4
月 10 日にホスト 常川さん、R 情報 酒井さんのもと、
高橋商店にて IGM が行われました。酒井さんより、関
RC の年代別名簿を提示いただき世代間の絆をいかに
深めるかというテーマのもと、有意義な意見交換がで
きたと思います。これを参考に次年度以降に取り入れ
ていければと考えます。高橋商店の大変おいしいお食
事をいただき、ホストの常川さんには大変感謝してい
ます。ありがとうございました。
加藤浩二さん・・・私事で長い間休ませていただき
すみませんでした。これから、次年度に向けて頑張り

ますのでよろしくお願いします。
西田泰幸さん・・・バースデーカードを有難うござ
いました。
◆関のホタル」 環境ネットせき 代表 平田和雄様
私たちが見る日本のホタ
ルは、水生ホタルであります。
これは世界中で２０００種
類のホタルがいるといわれ、
其の殆どが陸生のヒメホタ
ルと言われます。日本の水生
ホタルである、ゲンジホタ
ル・ヘイケホタルは珍しく、
世界的には陸生ホタルが主
流であります。水生ホタルは、
４月の下旬の雨の日に川か
ら堤へ上陸し土の中にもぐ
りこんで土繭作り蛹になり４０日位で羽化し成虫と
なり、短い命（１週間～１０日）の間に一生懸命光を
放ちながらメスを見つけ子孫を残すのであります。そ
こでメスは水際の湿った苔に５００～８００位（卵を
沢山産みますが成虫に生るのは４，
６匹だと言われて
います）卵を産み付け７月上旬頃小さな幼虫が川の中
に落ち１０カ月位カワニナを捕食し、４月に上陸する
という、水生ホタルのサイクルです。そのようにゲン
ジホタルは殆どが川の中で育つ水中生物です。ですか
ら川の流れがあってのきれいな川に生息しています。
そして関市の関地区では、北部で藤谷川（昨年一番多
い）
・小野川（近年少なくなっている）中部で寺田川
（少しづつ回復）関川（下流域少し少なく心配、中流
域文化会館例年通り）南部で桐谷川（上流域例年通
り・下流域改修の為少し時間がかかる）迫間川（多く
なりつつある）富之保（ヒメホタル生息地がある）上
之保船山谷川（多く飛んでいるが谷川の為見る場所が
点在している）武芸川エゴ川（近年少なく）寺尾（数
は少ないが７月中旬に見られる）洞戸（山でヒメホタ
ル生息地）以上の様に関市には多くのホタルの生息場
所があり関市全体で５月下旬から７月まで長く見る
ことができます。特に関川については街の真ん中でホ
タルが見られるのは、豊かな自然が残されていると自
負しています。私自身は、３０年前は、ホタルの事に
ついては無知でありましたがホタルの会前会長や会
員方々や自然団体の話を聞き自然の大切さを勉強す
ることができました。そして関の蛍は間違いなく「関
産」です。ホタルの養殖や他から移入もしていません。
この様な豊かな自然の中で保護育成をしている蛍を
大切にし、子供たち、孫たちに残して行きたいと思い
ます。最後になりましたが、関ロータリークラブ様か
らホタル生態についての看板を関川に設置していた
だける事は子供たちに川の大切さ自然の大切さを必
ず学んでもらえると思います。有難うございました。
◆「地区研修協議会」の報告 大澤竜一さん
13:00 から木村ガナバーエレクト
の点鐘にて開会セッションが始まり
ました。
第 1 セッションとして｢次期
RI テーマと地区活動方針｣をテーマ
に木村ガバナーエレクトの説明がご
ざいました。2018 年－2019 年バリ
ー・ラシン RI 会長のテーマ｢イン
ス ピ レ ー シ ョ ン な ろ う ｣ “ Be the
Inspiration” 心に火をつける人 鼓舞する人にな
って欲しい。と言う意味。1 月 14 日～19 日米サンデ
ィエゴで行われた国際協議会にての RI 会長の所信表

明の説明がなされ、一番大切なのは､前向きな変化を
生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、
そして創造性をもって正面から立ち向かう意欲をク
ラブ、地域社会、そして組織全体から引き出すための
｢インスピレーション｣となる必要があると話された
そうです。
続いて木村ガバナーエレクトのテーマ｢理念をかか
げ 意欲を喚起し 共に行動｣の説明がなされました。
第 2 セッション-分科会
私は奉仕プロジェクト部門に参加致しました。当ク
ラブより長尾さんが出向されております。内容は主に
補助金制度活用の推進でした。2 クラブの活動事例を
説明いただきました。当関ロータリークラブでも次年
度、WCS 補助金制度を申請予定と聞いております。本
日の事例を参考に出来れば良いと考えております。閉
会セッションにて木村ガバナーエレクトより次年度
の重要課題
1．｢奉仕の理念｣の浸透と例会の充実
2．会員基盤の強化、意欲の喚起
3．奉仕活動の充実
4．公共イメージと認知度の向上
5．ロータリー賞、RI 会長特別賞に挑戦しよう
について説明がございました。最後に、次回開催地ホ
ストクラブ 三重津ロータリークラブ会長エレクト
の話があり、閉会となりました。
参加された方々、ご苦労様でした。

◆IGM の報告
報告者：岩本雅文
日時：4 月 10 日(火) 18：30
場所：高橋商店
ホスト：常川孝義
R 情報：酒井泉
リーダー：古田貴巳
義務出席者：岩本雅文・林昇・大岩寿喜子
◆幹事報告
◎例会終了後「臨時、理事役員会」開催
◎5 月の例会予定表配布
次例会のご案内
5 月 15 日（火）
「議長就任あいさつ」
岐阜県議会議員 議長 尾藤義昭様
担当：パスト会長

12：30
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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

