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2012 年 2 月 15 日 No.1684
本日のプログラム
会場：中日新聞東濃工場
1. 開会点鐘

3 階会議室

2. 例会セレモニー 3 階会議室
3. 食事

4 階食堂

4. 工場内説明

4 階食堂

5. 見学

工場内

6. 終了

今後のプログラム
2/20 創立記念例会
2/27 卓話
3/5 早朝例会
3/12 合同例会

前回の出席率
2/6
88.89%(40/45)
会員総数
45 名
出席免除者
2名
1/30
補正 00.00％ （00/00）

人間と野生動物
８年ぐらい前に人里にクマが出没し、柿の木へ上って柿を
食っている映像がテレビで報道されたことがありました。
昨年は、全国的にイノシシを中心とする鳥獣の被害が多く
みられ、中津川市も特に郡部ではイノシシ被害が大問題
となり、中津川市としては鳥獣害の対策として電気牧柵など
補助をしておりますが、補助金の額は通年の倍以上が申請されました。
近年イノシシが全国的に増えその数は定かでありませんが、３倍ぐらいになったと言
われています。何故イノシシが増えたか諸説ありますが、イノシシは一回のお産で 5 頭
以上の子どもを生みますが、うり坊（子どものときは体に縞がはいっている）の時キツネ
に狙われ、その内の 3 頭ぐらいはキツネの餌になると言われておりました。ところが、数
年前からキツネ社会に伝染病が流行しキツネの数が激減いたしました。以来、天敵が
いなくなったためイノシシが増え続けたとされています。
また、昨年の鳥獣の被害が多かったのは一昨年の秋の山の幸（山栗・どんぐり・しい
の実など）が天候不順で不作だったため里へ下りてきたされています。昨年の秋から
鳥獣被害がめっきり減ったのは、昨年の秋の山の幸が豊作だったため野生動物の食
糧が山で十分に満たされ里へ下りてこなくてもよくなったと考えられます。
私は三十数年来、川上から阿木に抜ける国道 363 号線（山道？獣道？）を利用し通
勤しておりますが、よく出会う野生動物はイノシシ・日本シカ・カモシカ・キツネ・サル・リ
ス・タヌキなどであります。まだ、クマは出会ったことはありませんが人間と野生動物は
太古から共存共栄しなければならない関係かと思います。野生動物と人間が共存共
栄するためには、人間の勝手で開発をすすめた自然破壊を見直し、山林の大切さを
今一度考えなければならないのではないでしょうか。

丸山充信君 卓話
国体とは、国内最大の総合的なスポーツの祭典です。天皇杯、皇后杯をかけて、
陸上競技や水泳など様々な競技を都道府県対抗で競います。 （天皇陛下の国
事行事）岐阜県では４７年ぶりの開催となり、正式競技３９競技と公開競技 2
競技が県内で実施されます。
中津川市では、正式競技のレスリング競技が行われます。
山口国体での岐阜県の成績は天皇杯(男子)が 1669.0 点で 4 位、皇后杯(女子)が
958.5 点で 3 位でした。
天皇杯は 44 年ぶりの 4 位、皇后杯は前回大会以降最高順位です。
今年の目標は、天皇杯 1550 点で 8 位、皇后杯 760 点で 6 位でしたので大変良
い成績を残せました。
(次ページに続く)
四つのテスト

1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
○会場設営○

2 月度：親睦活動

【発行責任者】

例会場：中津川商工会議所

会長 鷹見憲三

例会日：月曜日 12:30〜13:30

幹事 堀正勝

事務局：中津川商工会議所 3 階

3. 好 意 と 友 情を 深 め る 会報 吉村浩平 TEL：0573-66-7301（事務局）
（原稿送付先:
携帯：090-1283-8618（堀幹事）
か
4.

みんなのためになる
かどうか

yoshimura@systemy

E-mail：info@2630ncrotary.org

o.co.jp）

URL：http://www.2630ncrotary.org
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○開催概要は以下の通りです。
開催期間 国体 平成２４年９月２９日〜１０月９日の１１日間
レスリング競技 ９月３０日〜１０月３日（水）の４日間
会場
東美濃ふれあいセンター（レスリング競技会場）
※アトラクション ロンドンオリンピック金メダリスト来場
大会参加者数は中津川市への来市予想として選手･監督関係者述べ人員約 10000 人です
宿泊に関しては市内営業宿泊施設での収容を目指しています。レスリング競技には１日当たり約 1000 名の宿泊者
数で、宿泊料金は、施設ランクにより 8,085 円〜13,650 円の５段階料金です。
案内所はＪＲ中津川駅・東美濃ふれあいセンターに設置し、案内業務は観光、宿泊、競技、交通、遺失物です。
人員の輸送は自家用車の場合、駐車場約 900 台計画（中津川公園内）
バス輸送の場合はＪＲ中津川駅・宿泊拠点〜東美濃ふれあいセンター「シャトル」を利用します。
※全国４７都道府県選手団は、概ね自家用車での来市が予想されます。
○ぎふ清流国体へ向けて「レスリング岐阜県勢の見通し」
＜成年の部＞
７階級のうち６階級（スタイル選択制）
フリースタイル
７４ｋｇ 鎌田学 （自衛隊体育学校）中京学院大卒 山口国体５位
2012 モンゴルオープン大会 3 位入賞
８４ｋｇ 鈴木聖二（中央物産） 専修大学卒
山口国体３位
2010 インカレ 優勝
９６ｋｇ 山口剛 （早稲田） 中津商業卒 早稲田大学 山口国体２位
2011 インカレ 優勝
グレコローマンスタイル
５５ｋｇ 清水早伸（自衛隊体育学校）岐南工業高校卒 山口国体２位 2011 ＮＹＡＣホリデー大会 優勝
６６ｋｇ 成瀬一彦（恵那高等支援校）中津商業卒 日体大卒 山口国体２位
＜少年の部＞
５０ｋｇ 青木
５５ｋｇ 松井
６０ｋｇ 多田野
６６ｋｇ 上野
７４ｋｇ 広瀬
８４ｋｇ 川島
９６ｋｇ 西野
１２０ｋｇ 瀬川

8 階級のうち 7 階級
補欠
岐南工業（山口国体３位）
岐阜工業
市岡克利
中津商業
岐南工業
佐々木裕次郎 中津商業
岐南工業
岐阜工業
岐南工業（東海ブロック優勝）
中津商業
岐南工業（山口国体３位）

SmileBox

曾婉珍さんに奨学金授与

・本日卓話の国際奉仕委員長・丸山さん、ぎふ清流国体の話楽しみにしています。宜しくお願いします。
会長 鷹見憲三
副会長 伊藤博行 幹事 堀 正勝
・暫くぶりの例会になります。宜しくお願い申し上げます。

山本正博

・理事予定者会議にご利用頂き有難うございました。

佐古和也

・結婚記念日と誕生日を祝って頂き有難うございます。

大野達哉

・誕生日を祝って頂き有難うございます。

勝野正彦 南

・結婚記念日と妻の誕生日を祝って頂き有難うございます。

板頭鈔三

・結婚記念日を祝って頂き有難うございます。
・妻の誕生日を祝って頂き有難うございます。

裕之 棚橋洋一

伊藤
織田光好

隆 丸山充信 可児豊司

村上幸博 古川和博 吉村浩平 吉川光彦

・先日の理事予定者会議、欠席して申し訳ありません。

伊藤 隆

・前々回無断欠席致しました。

柘植信成

・2 月 1 日大腸がん検診に名古屋の横山へ行って来ました。ポリープもないという事で安心しました。 安藤 茂
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