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本日のプログラム
1. 開会点鐘
2. R ソング斉唱
3. ゲストビジター紹介
4. 会長の時
5. 会員慶事
6. 食事と交歓
7. 出席率・スマイルボックスの発表
8. 委員会・幹事報告
9. 臨時総会・細則一部改正について
10. 卓話・地区協議会報告
11. 閉会点鐘

今後のプログラム
4/30 法定休日
5/7 早朝例会
5/14 会員健康診断
5/21 卓話
5/28 砂防学習・植樹例会

前回の出席率
4/16
82.61%(38/46)
会員総数
46 名
出席免除者
2名
4/9
補正 84.44％ （38/45）

メーキャップ
中田義昭君、原恵雄君、大野達哉君、

高レベル放射性廃棄物最終処分場の候補地
に阿木が選定された。
東日本大震災から 1 年が経ちましたが、福
島県の原子力発電所震災事故問題は中々解
決のめどがたたないまま今日に至っておりま
す。日本の電気エネルギーの 30％を占める原
天狗森山からみた恵那山
子力発電は、大震災以後世論が一変し、是非
を巡って国民の関心も高くなっています。そんな中、政府は世間の批判の
ある中、福井県の大井原子力発電所に再稼働を発表いたしました。
平成 17 年 1 月のことでございますが、新聞紙上に核燃料サイクル開発機
構（核燃機構）が 1980 年代に行った「高レベル放射性廃棄物処分地選定
に関する調査報告書」を発表いたしました。しかも「中間貯蔵施設を選定す
る際に利用する可能性はある」とのことを前提としております。今回は候補
地として 9 道府県、計 25 ヶ所の地名が明らかになり、更に四十数カ所が候
補地として存在するらしいとのことでございます。
高レベル放射性廃棄物とは
では、高レベル放射性廃棄物処分地とはいったい何なのか、改めて考え
てみたいと思います。
当時の新聞報道の解説によりますと「原発の使用済み核燃料を再処理
し、燃料として再び使うウランやプルトニウムを取り出した後に残る、極めて
放射性が強い廃液。ガラスとともにステンレス
容器に入れて固めた『ガラス固化体』（一個の
重さ 500 ㌔）を冷却のため 30 年〜50 年間、青
森県六ヶ所村の施設で貯蔵した後、固い金属
性容器に入れて地下 300ｍより深い地層に埋
める。2000 年に閣議決定された最終処分計
画では、2020 年頃にガラス固化体は約４万本
に達すると予測。処分地は 23〜27 年頃に決
め、33〜37 年頃の処分開始を目指す」とな
天狗森山からみた阿木地区
っております。
その候補地に「中津川市天狗森山付近、上矢作町三森山周辺、上矢作
町北部」などの地名が出ておりまして、私が最初に新聞をみて、ふとどっか
で聞いたことのある地名だと思いきや、そのうちの天狗森は何と私の住んで
いる裏山じゃあございませんか。その時「こりゃあえらいこっちゃ、これは一
大事」と思ったのでございます。
ロシアのチェルノブイリ原子力発電所事故は、今でも放射能の人的被害
があると聞いております。遠い国の話で関心がなかったのでございますが、
福島原子力発電所の事故を垣間見て、日本のエネルギー政策を見直さな
ければならないと考えます。

山本正博君、垂見孝也君、吉村浩平

四つのテスト

君、小林昇君、五島健一君、堀井弘之
君、伊藤隆君、丹羽大祐君、南裕之君
板頭鈔三君（Ｄ２６３０）

○会場設営○

4 月度：新世代・出席・会報
5 月度：R 情報・会員増強・
環境

1. 真実かどうか
2. みんなに公平か

【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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天狗森の名前の由来
天狗森の名前の由来はと申しますと︑更にさかのぼること寛永８年︵１６３
１︶
の﹁
廣岡新田神社由来記﹂
に︑次のように記されております︒

ところ

吉村会報委員長卓話者紹介

ほうのさわ

鷹見会長挨拶

たいら

市岡孝之ガバナ補佐 原益彦文化スポーツ部長

といって

例会フォト

﹁天 狗 森二七ッ池 トテ 龍 池 有 雨乞之 時是 ヘ登ル又 鶴 ヶ峰 ニモ龍 池有 是 モ雨
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天狗森山頂にある雨量計施設

乞ニ登ル 処 ナリ前山之内ニ三ヶ所 之名地有 越 沢 天狗花モリトテ亦 南 所 花

といってつるぎ

天狗森山頂東側に雨乞い池

之時ハ甚ダ風景也松沢ニワ天狗スズミトテ見付洞ニ本所ノ 平 有 朴 沢 ノ相ノ

天狗森山（通称、天狗森）と三森山
天狗森は標高 1338ｍで北東 8.5 キロほどに恵那山（2191
ｍ）がそびえ、東側４キロほどのところに長野県境に近い焼山
（１７０９ｍ）があります。三森山は天狗森の隣の山でございまし
て、中津川市阿木地区と恵那市の岩村町、上矢作町との境に
位置し標高 1100ｍ、天狗森との距離は 5.4 キロほどです。
私が生まれてこのかた「朝に天狗森の頂から昇るおてんとう
様に感謝し、天狗森から湧き出る水で飯を炊き、あるときは大
雨が降り天狗の怒りに触れ、その怒りが鉄砲水となって里へ押
し寄せ、怒った天狗と戦い」私たち天狗森の麓に住む（広岡）
住民にとっては、善しきに付けあしきに付け、かけがえのない
山でございます。
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峰ニハ天狗ノ遊ビ場トテ 剣 ワニシテ甚ダ風景也・
・・
﹂
すなわち﹁
山頂付近の平らな所には池があって︑村人が雨乞いのお願いに登
り︑また景色が大変よく天狗が夕涼みをした洞があり︑一方には天狗の遊び
場のような処もある﹂
そんな意味かと思いますが︑そんなところから﹁
天狗森﹂
と名付けられたと考えます
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勝野君ＰＨＦ表彰

SmileBox
・本日はクラブ訪問でお世話になります。残すところ僅かとなりましたが、宜しくお願いします。例会を楽しみ
にしています。
岐阜東濃分区ガバナー補佐 市岡孝之
・岐阜東濃分区ガバナー補佐・市岡孝之様ようこそ中津川センターロータリークラブへ、歓迎致します。
本日卓話をして頂きます、市文化スポーツ部長・原益彦様宜しくお願い致します。
会長 鷹見憲三
副会長 伊藤博行
幹事 堀 正勝
・本日はクラブ会報委員会担当例会にて、文化スポーツ部長の原益彦さんの卓話です。宜しくお願い致します。
クラブ会報委員長 吉村浩平
・PHF（ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ）を受賞しました。

勝野正彦

・4 月度 IDM の剰余金をスマイルします。

4 月度 IDM 出席者一同

・昨、4 月 15 日、南林寺に於いて、春の観音様祭りと三堂祭りを行いました。晴天に恵まれ、隣の旭丘公園の桜
が満開で、和やかなお祭りでありました。このお祭りに、チラシ広告などご協力を頂き有難うございました。
本日の卓話資料に当店の写真を載せて頂きましたのでスマイルします。
磯村邦彦
・本年 4 月 1 日付けをもって、中京学院大学から中京高校への異動を命ぜられました。暫くの間瑞浪から通いま
す。
田中信博
・数日店を休み、クーラーの取り換えや、壁、天井の塗り替えをしました。殆どの方に気づいて頂けない早朝例
会でした。
佐古和也
・仕事で例会場当番に間に合いませんでしたのでスマイルします。すみません。
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垂見孝也

