
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月：水と衛生 月間        来月： 母子の健康 月間  

『立山黒部アルペンルート』イニシェーションスピーチ 菱川健司 会員 
私は髙萩生まれの髙萩

育ちで、福田会長と同級

生です。平成元年に黒部

で出会った妻と結婚し

ました。今日はその黒部

の話を致します。 
ルートは立山駅—室堂           

‐雄山‐大観峰‐黒部平‐黒部湖‐黒部ダム‐

扇沢—信濃大町駅等です。      
立山ケーブルカー（立山駅―美女平） 
低山帯の森林から高山地

帯の森林への変化がダイ

ナミックに車窓に展開し

ます。2 台のケーブルカー

が釣瓶式に上り下りする

仕組みになっています。 

かつて黒部ダム建設用の資材を積んでいたことから

ケーブルカーでは珍しい荷台付きです。 
立山高原バス（美女平－弥陀ヶ原∸室堂） 

 亜高山地帯から高山帯へ約 1500ｍの標高差の大自

然の変化を楽しむことが出来ます。美女平周辺では立

山杉の巨木が点在し途中で姿を

見せる称名滝はバス左側座席か

ら見られます。 
弥陀ケ原では迫力の大きな樹木

はなく視界が開けて富山平野ま

で見渡せます。条件が揃えば雲

海が見られます。 
室堂平  
標高2450mに位置するアルペ

ンルートの中心地であり観光の

の拠点であります。、みくりが池

などがあります。 
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月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  3 月２0 日 出席報告 

3月 27日 ＰＥＴＳ報告 会長エレクト 会員数 出席者 欠席者 

4月 3日 クラブ協議会（会員満足度アンケート） 会長 30 17 10 

4月 10日 観桜会（夜の例会） 親睦活動・家族委員会 出 席 率  ：62.92   % 

 4月 17日 卓話 プログラム委員会 前々週訂正 ：81.48   %  
事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65 

常陽銀行高萩支店内 TEL/FAX ： 0293-24-0505 

会    長 ： 福田 文乃 

幹    事 ： 大河原 浩 

■URL http://takahagirotaryclub.web.fc2.com/ 例    会 ： 毎週水曜日 12:30～13:30  

■E-Mail ：takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp  公共イメージ委員: 田所和雄 石平光 上田良三 小森勇一 
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四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 



立山トンネルトロリーバス 
（室堂―大観峰） 

 立山の主峰、雄

山（3003ｍ）の直

下を貫通している

立山トンネルを走

るトロリーバスの

最大の特徴は石油

燃料ではなくて電

線から電力を受け

て走ることでトン

ネル内に排気ガス

が滞留することを

防ぎ自然環境保全

に役立って居りま

す。観光には「一

の越山荘コース」

もあり、多彩です。 
              
立山ロープウェ

イ 
（大観峰-黒部平） 
立山ロープウェイ

は景観と環境保全

の観点から大観峰と黒部平の間に一本も支柱がな

い日本最長のワンスパンロープウェイです。まさ

に動く展望台として 360度の大パノラマを楽しむ

ことが出来ます。 
 黒部ケーブルカー（黒部平－黒部湖） 

最大勾配 31 度の

急斜面を走るケ

ーブルカーは自

然保護と雪害防

止から日本では

唯一の全線地下

式ケーブルカー

となっています

立山ケーブルカーと同じ釣瓶式ケーブルカーです。

黒部ダム 
見どころは観光放水で毎秒 10ｔ以上の水が日本

一の高さから吹き上げるホースイは大迫力で、レ

インボーテラスで間じかに見るミストは晴れた日

は虹になります。 
黒部峡谷トロッコ電車（重点観光箇所） 
 やまびこ展望台新山彦橋を真下撮影スポット 
 猿専用のつり橋 うなづき湖猿の移動の橋 

仏石 嘗て入山者が安全を祈願した天然の石仏 

万年雪展望台 鐘釣駅付近でまじかに雪を見る 
 
黒部川扇状地湧水群 
 湧水は自然からの贈り物です。 

 黒部川扇状地は黒部市宇奈月町愛本を要として

典型的な扇状地としては日本最大でその扇部に当

たる海岸近くで地下を流れた黒部川などの水が地

上に湧き出ています。  

   
《福田会長挨拶》 

ワインタンクを利用して雨水利用の普及・促進、

甲府東ＲＣのお話をしたいと思います。 

このクラブは、地区補助金を利用して環境リサ

イクルフェアで接した山梨環境カウンセラー協会

を支援し、「甲府における雨水利用の普及・促進活

動」を行いました。 

地球温暖化が進む中、地球規模の水循環を取り

戻す為に、日本でも 2014年、平成 26年には、「雨

水利用の推進に関する法律」「水循環基本法」が施

行され、国を挙げて、水利用について論議始まっ

ています。 

市民主体による「雨水利用」の地域作りを考え

たそうです。200ℓのタンクをどうするか、悩んだ

そうです。山梨は、ワイン醸造業が盛んな県の個

性を活かしたいという視点から BAIKU WINEに着目

しました。150ℓ以上の容器をワインメーカーから

譲り受け「小さなダム」を作ることにより水道水

の節水、水害（洪水）防止、災害時の水源確保が

出来るシステムです。 

地域活性化、環境負荷の低減、地球環境保全につ

ながる活動と信じています。今、既に気候変動を

起こしている環境において、市民ができることは

何か、雨水利用による洪水防止、災害時の水確保、

資源の有効利用といった、私たちができる事を実

践することが大切です。雨水利用が地域を救う、

地球を救う、甲府の市民、自治体の方々に発信出

来た活動と思います。 

水は大切です。人は水が無ければ生きてはいけま

せん。生活も出来ません。素晴らしい活動だと思

います。 



《大河原幹事報告》 
① 高橋ガバナーより,4月 14日、地区研修協議会

の案内が届く。 

② 中村ガバナーエレクト事務所より、PETS出席

の際の持参資料の案内が届く。 

③ 国際ロータリー2019年国際大会の、信任状証

明書が届く。 

④ ハイライトよねやまが届く。 

⑤ 県北ロータアクトクラブより、ロータアクト

地区大会の案内が届く。 

⑥ 高萩市観光協会より、高萩さくら祭りの案内。 

⑦ 先月報告しました、高橋ガバナーの、2019年

決議審議会に対する決議案提出依頼の件です

が、（各クラブから出た決議案を地区立法案

検討委員会にて審議検討の上、RIに提出する

というもの）当クラブからは特に意見の表明

は行わないということになりましたので、報

告いたします。 

〈林 鈴さん挨拶(元米山奨学生)〉 

高萩 RC の皆さんに沢山お世話になりました。

就活のアドバイスもいただきました。4月から

働きますが疲れたら茨城での励まし言葉を思

い出します。沼田さんの家族の方と日本の正

月をご一緒して楽しかったです。この 1年間

は私の一生で一番重要な年なったと感じまし

た。皆さんとの繋がりが何時までも残ってい

ると思います。これからもロタリーの一員と

して活躍したいと思います。 

《委員会報告》  

プログラム委員会 鈴木直登委員長 

 ①外部卓話高萩民話の会「ほうずき」 

例会。3月 6日５名出演頂いた。 
3月 11 日文化会館「声で伝える―-」出演 

満員盛況裡 終了後例会 3 月 6 日昼食提示

出来なかったので些少礼 

 ②4 月 17 日例会職場訪問を卓話に変更 
 
その他の報告 
菊池 一 委員 
 軽減税率対応・キャシュレス支援セミナー案内 
  日時 4 月 9 日 14：00～16：00 
  場所 高萩市総合福祉センター 
  共催 高萩市 高萩市商工会 常陽銀行 
 
 

【メークアップ】 

３/１８ ＲＡＣ例会 今川隆 

 

【ニコニコ BOX】 

鈴木直登さん：２０歳台から覚えた煙草・酒。長

いつき合い。でも薬（ドラック）でなくてよかっ

た。酒はほどほどに。 

菊池一さん：４／９㈫に「キャッシュレスセミナ

ー」を開催します。 

石川武信さん：菱川さん卓話楽しみです。 

小森勇一さん：菱川さん、ご苦労様です。楽しみ

です。今川さんも、ぜひ拝聴だったのですが、歯

科検診で残念とのことでした。 

花園文熙さん：春らしくなって来ました。菱川さ

ん卓話楽しみにして居ります。 

大髙司郎さん：菱川さんの卓話、楽しみにしてい

ます。頑張って下さい。 

田所和雄さん：今話題になっている、高浜海岸の

バンククシーの落書きを見てきました。大勢の人

が見に来ていました。 

石平光さん：本日は新会員卓話菱川様お世話にな

ります。よろしくお願い致します。 

大河原浩さん：あたたかくなりました。今年の桜

も早くなりそうです。菱川先生、本日はよろしく

お願いします。 

石君平さん：菱川さん、卓話楽しみにしています。 

上田良三さん、江尻寛さん、鈴木国男さん、沼田

操さん、福田文乃さん、菱川健司さん 

 

    本日計  １８，０００円 

    累 計 ６５９，８００円 

 

【ロータリー財団】 

    本日計   １，０００円 

累 計 ６０２，７４０円 

 

【ポリオプラス】 

    本日計       ０円 

累 計  ４２，７８０円 

 

【米山記念奨学会】 

    本日計   ３，０００円 

累 計 ４１４，２００円 

 

 

 

 

 

 


