三春ロータリークラブ会報

第 2259 回 例会

DIST.NO.2530 創立 1970.11.29 承認 1971.1.11

例会日■平成 29 年 8 月 17 日（木）

会場■割烹八文字屋

開会点鐘■12：30
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三春 RC テーマ：「ロータリーを広めよう！」
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拶
皆さん、こんにちは。

毎日ですが皆様は盆中いかがだったでしょう

８月３日は妻が一泊入

か。

院でポリープ切除を受

ところで夏といえば海、海といえばスキュー

け例会を欠席し失礼い

バーダイビングです。これは私の感想ですが

たしました。翌日午前

…。以前、ダイビングのお話しをしましたが、

中には退院し、術後の

今日はセブ島でライセンスを取ったときのこと

経過もよく気になって

を話したいと思います。三日間にわたる講習の

いたカスレ声もすっかり良くなり以前の美声を

1 日目の午前中はテキストでの講習でした。ダ

取り戻したようです。自慢のカラオケをご披露

イビングでのルール、潜水病や事故防止につい

できる機会を今から楽しみにしているようも見

て習いました。因みにダイビングは単独では出

えるのは、私の思い込みでしょうか？

来ず、必ずライセンス所持者と一緒に潜らなけ

第 48 代会長 影山吉則

一昨日の三春盆踊りで『ロータリークラブの

ればならないことになっています。午後は深さ

ウチワ配り』に参加いただいた会員の皆さんあ

２ｍほどのプールにボンベを背負って入り、レ

りがとうございました。３００枚のウチワもあ

ギュレーター（減圧装置）を使った呼吸の練習

っという間に配り、来年はもう少し多くてもい

です。最初は水中で呼吸をするということ自体

いのではないかと思いました。

が不安です。溺れそうになるようで不安になり

８月だというのにまるで梅雨に戻ったような

ます。慣れるまでに少し時間がかかりました。
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人によってはこの時、パニックになることもあ

吸収され青一色の世界に代わっていくからで

るそうです。実際にここで講習をリタイアした

す。サンゴや魚を眺めながら二日目が終了しま

人もいました。１５分から２０分も過ぎ、水に

した。いよいよ最終日は朝からボートで海に出

だんだん慣れてきたところで中性浮力の練習を

ました。この海では時々ジンベイザメも見られ

します。圧縮空気（約２００気圧）の入ったボ

るとのことでしたが、残念ながら私たちの願い

ンベ（約１０キロ）を背負っていますが水中で

は叶わなかったようです。午前中、水深７ｍ～

は体が浮いてしまいます、そこで腰にウエイト

１０ｍのところに潜りましたが潮の流れが早

をつけて調整をしますが、初心者ほど空気を吸

く、海底の岩につかまっていないと流されてい

い込みすぎるため体が浮いてしまいウエイトも

く感じでした。早い潮の流れでダイバーが遭難

重くなりがちです。慣れるに従い段々とその人

することもあるので仲間からは常に離れないよ

に合ったウエイトになっていくようです。中性

う注意するようにとのことでした。そして最終

浮力は水の中で沈むことも浮くこともなくソコ

となる午後のダイビングでは※ドロップオフと

に留まるための練習になります。水中になれて

よばれる海の中の断崖のようなところで大型の

きたところで一日目は終了しました。二日目の

回遊魚を見ながら徐々に深いところへと潜りま

午前中は前日に引き続きプールに入って呼吸法

した。落ち込んでいく崖の先はダークブルーで

の復讐や指を使ってのサインを教わりました。

何も見えず、まるで宇宙空間に漂っているよう

インストラクターが指をさし『大丈夫です

な感覚を覚えました。水深２３ｍまで潜り、そ

か？』とサインを出します。何も問題がなけれ

の後はゆっくりと時間を掛けながらサンゴ礁や

ばオッケーサインを、酸素が残りわずかであれ

魚を見ながら浮上してきました。私の場合はラ

ば喉に手をかざした後、親指を立てて上に振り

イセンス講習が初めてのダイビングでしたが日

ます。午後からはいよいよ海に出ました。砂浜

本人のインストラクターがとても親切で同時に

でボンベやウエイトを身に着け歩いて海にエン

海の魅力やダイビングの素晴らしさを教えてい

トリーしましたが、足ヒレを着けて歩くのはな

ただいた三日間でした。

かなか歩きづらいものでした。あの時、ペンギ

ライセンスを取得した数年後、再びセブ島で

ンの気持ちがわかったような気がしました。海

ダイビングをしてからかなり年月が過ぎまし

と言っても水深３ｍ～５ｍほどの浅いところで

た。海外とまではいかなくとも国内の海でダイ

の講習になります。その場所は潮の流れもなく

ビングをしてみたいなと願っています。

波も穏やかで、しかも色とりどりのサンゴが一

余談ですがその当時、業界の仲間達からは『潜

面に広がり、沢山の魚が泳ぎそれは素晴らしい

りの不動産屋』などと冷やかされていました。

世界でした。実はサンゴが綺麗に見れるのは水

ご清聴ありがとうございました。

深５ｍぐらいまでです。深くなるにつれて光は
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幹

事 報

告

１．三春盆踊りにてうちわの配布をおこないました。
日 時：平成２９年８月１５日（火）
場 所：三春交流館「まほら」
※雨のため三春交流館にて盆踊りが開催されました。
２．慰労会＆激励会
日

時：平成２９年８月１９日（土）１８：００～

場

所：三條鉄工所屋外（八島台）

会 費：３，０００円 （シェラスコ、生ビール）
３．地区青少年奉仕委員会
日 時：平成２９年８月２０日（日） １３：００～ 開会１３：３０～
場 所：南東北総合卸センター
参加者：増子博保さん、吉田將史さん、山口晋司（幹事）
４．２０１７-１８年度 米山記念奨学会委員会セミナー
日 時：平成２９年８月２７日（日）
登録開始：１３：００ 開会：１３：３０～
場 所 ホテル華の湯 （磐梯熱海温泉）
登録料：無料

参加対象者：米山記念奨学会委員長、会長、幹事

8 月号担当：渡邉宏二

友の見どころ
8 月は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。
編集長 野崎恭子さん 表紙が変わった。
横ページ 3 ページ RI 指定記事
RI 会長メッセージ
（イアン H.S ライズリーRI 会長）会計士
ストーリーを物語る数字
二つの数字を正確に記録 （数字でより詳しく示す。）
1.人道的奉仕のために費やした現金・現物寄贈の金額
2.ロータリーの名のもとに行った活動に費やした時間
横ページ 6 ページ

200 以上の国と地域 クラブ数 35,533 会員数 1,233,172 人（2017.3.31）
日本のロータリークラブ数 2,264 会員数 89,789 人（2017.5.31）
横ページ 13 ページ
データーで見る日本のロータリー
会員数は微増傾向に…。
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縦ページ 4 ページ～8 ページ
地域は本当に元気になれるのか？ 日本ケーブルテレビ連盟理事長 吉崎正弘
2016 年 10 月 22 日 国際ロータリー第 2610 地区 地区大会指導者養成セミナー
2040 年には日本の市町村の半数が消滅可能性都市
高齢者が移住できるような環境を整備
二流の田舎づくりをやめ一流の田舎づくりを目指そう
「灯台下暗し」からの脱却
以上

来訪ロータリアン挨拶
◇ 矢 吹 RC

遠藤武士直前会長

職業分類は農家である。
佐久間英一パストガバナーにお世話になったので
白岩良子君
返礼としてメークアップしました。
郡山市出身で、矢吹町山中に開耕して 50 年経った等
現況報告。

◇佐久間英一パストガバナー

PETS に参加できないということで矢吹町の山中に

白岩良子君
説明に伺ったのが縁である。
郡山の歴史と矢吹町山中の開耕について
開耕の問題等お話させていただいた。

各

委 員

会

報

告

◇スマイル報告

💛矢吹 RC 直前会長 遠藤武士さん

白岩良子君
初めてメークアップします。佐久間パストガバナー様にはお世話になりました。
💛影山吉則会長
納涼例会に欠席し失礼いたしました。矢吹 RC 遠藤武士様のご来訪に感謝しスマイルいたし
ます。
合計金額 8,000 円
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本日のプログラム：会員卓話
予定されていた会員の 3 人が都合により欠席につきフリートークとなった。

◇富山和明さん（福島民友新聞社）

3 月からで約 6 か月が経った。

白岩良子君
三春の夏は、暑くなく涼しいと感じた。
まだ、月日が経ってないのでこれからもよろしく
お願いいたします。

◇三條安國さん

19 日（土）に開催される慰労会＆激励会について

白岩良子君
当日は、シュラスコ（大串に刺して焼き、焼けたところ
から切り取って食べる）と生ビールにて行います。
場所は、三條鉄工所（八島台）の車庫で行う予定です。
多数の参加お願いいたします。
シュラスコイメージ ☞

◇山口晋司幹事

友好都市締結 30 周年でライスレークに訪問した際にライス
白岩良子君
レークロータリークラブに交流させていただいた。

◇影山吉則会長

県中分区第１回会長・幹事会（2017・8・8）において、

白岩良子君
各クラブより報告のあった行事・事業の進捗状況についてお知らせいたします
滝根 RC

① 少年ソフトボール大会
９月２３日（土）田村市滝根運動場にて開催
参加チームの確認中
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船引 RC

② 青少年奉仕会議
現在、検討中
③ IM

三春 RC

平成３０年２月２５日（日）割烹八文字屋にて開催予定
詳細は今後検討
本宮 RC

④ 新会員研修
IM と同日（午前中）開催予定
詳細は今後検討

小野 RC

⑤ 分区合同例会
１１月２６日（日）開催予定 会場は未定
経済関係のセミナーを予定

常葉 RC

⑥ 新旧会長幹事会
平成３０年６月で開催予定

常葉 RC

⑦ チャリティーゴルフ大会
平成３０年６月の平日で検討中

小野 RC

⑧ バトミントン大会
１２月の冬休みで開催予定

閉会点鐘

国際ロータリー第２５３０地区
三春ロータリークラブ
TEL

FAX

E-mail

例会場

割烹文字屋

三春町字大町 18-１

62-5757

62-3174

hashimoto@8monjiya.jp

事務所

〒963-7759

三春町八島台 5-3-9

62-2334

62-2334

rcmiharu@gmail.com

会

長

影山

吉則

三春町桜ケ丘 3-1-3

62-3018

62-3110

y.kageyama@watadengumi.co.jp

幹

事

山口

晋司

三春町字中町 51-1

62-4038

62-4038

shinji@polsys-inc.com

会

報

渡邉 宏二

三春町字荒町 60

62-2410

62-2410

yamadai@orange.plala.or.jp
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