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●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 斎藤   章 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 井辺 一章 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  伊藤 松寿 

                               

 

   こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 

「富山雨晴海岸の朝焼け」 蜘手 康介 

＜会長の時間＞ 

本日は、先週土曜日に行われ

たCLP勉強会のサマリーをご報

告致します。 次年度からの導入

を示唆されましたが、本日例会

終了後にエレクトと共に検討致

します。 
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＜幹事報告＞ 

◎ロータリー囲碁同好会 

日本支部より 

・『第13回ロータリー 

国際囲碁大会』開催の 

お知らせ 

大会日時  3月3日(土)  開会式、予選、晩餐会、 

4日(日)決勝、指導碁、表彰式 

大会会場  神戸ポートピアホテル内特設対局室 

   主  催  ロータリー囲碁同好会  共催 第2680地区 

登 録 料  14,000円(晩餐会、賞品等含) 

      登録締切  2月21日（火） 

◎日本におけるロータリー平和センターを支援する委員会より 

 ・国際基督教大学東ケ崎潔記念ダイアログハウス御献金のお願い 

◎高山市スポーツ少年団より 

 ・平成２３年度高山市スポーツ少年団大会について(お礼) 

＜例会変更＞ 

可  児 …  1月 5日 (木) は、定款により 休会 

1月12日 (木) は、新年例会のため、 

19:00～ 可児かまど本店 に変更 

可  茂 …  1月  4日 (水) は、定款 により 休会 

1月11日 (水) は、新年例会のため 

12日(木) ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂 に変更 

1月25日 (水) は、4RC合同例会のため 

26日(木) ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂 に変更 

＜受贈誌＞ 

 (財)米山記念奨学会「ハイライトよねやま１４１」、 

美濃加茂ＲＣ(会報)、 

     

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 40名 1名 41名 47名 87.23％ 

本日 38名 － 38名 47名 80.85％ 

＜ニコニコボックス＞ 

●斎藤 章さん 

①本日クラブ奉仕委員会担当例会、新会員スピーチお願してありま

す。東さん、吉川さん、宜しくお願いいたします。 

②残念ながら、12 月末をもって中村良平さんが退会されます。本

日か最後の出席となります。今後の再会を期して、ご活躍をお祈

りいたします。 

●井辺 一章さん 

いよいよ寒い時期に入りました。雪がチラチラ、コートを考えたが

まだ早い。本日のスピーチ、吉川さん、東さん、よろしくお願いい

たします。 

●中村 良平さん 

16年8ヶ月の間、大変お世話になりました。シングルゴルフコン 

ペ、ゴルフ旅行、新年家族例会の歌舞伎公演等々楽しい事がたくさ 

んありました。幹事の任務が出来たおかげでロータリーが分かって 

来ました。しかし、残念ながら退会します。気の引き締まった、紳 

士の社交クラブのような高山西ロータリークラブが好きでした 

●野戸 守さん  

景気の悪さを身にしみながら一年が過ぎました。なんとか来年もよ 

ろしくお願いします。また中村さん退会、残念です。 

●東 庄豪さん 

入会させていただき、ちょうど3ヶ月になりました。金曜日は家内 

が弁当を作らなくてよい日です。家内のサービスデーになってい 

ます。 

●吉川 晃市さん 

新参者の吉川です。本日は皆様の前でご挨拶ができ、感謝しており 

ます。有難うございます。 

●道脇 清春さん 

先日｢交通違反者講習｣の案内状が届きました。1年間で小さな交通 

違反を繰り返した人に送られるそうです。その講習の中で社会奉仕 

活動というのがありまして、主要道路で『交通安全』の旗を持って 

長時間立たされるバツが与えられます。知り合いに何人も指をささ 

れ、思いっきり恥ずかしい思いをしました。ちっともニコニコでは 

ありませんが、とりあえず出します。もう違反はしません。 

●下屋 勝比古さん 

12 月 11 日奈良公園を走るマラソン大会(10Km)に出場して来まし

た。昨年末よりトレーニングを始め、2月の東京マラソンに次いで

2度目のチャレンジでしたが、約4,000人中1,900位。40才代600

人中500位でした。体重は15kg減り健康のため頑張ります。今朝、

東京から帰る途中朝焼けの富士山が綺麗でした。宮峠から吹雪にび

っくり、皆様ご自愛ください。遅れてごめんなさい。 

●小田 博司さん 

1年間無事に迎える事が大となりました。皆様ありがとうございま 

した。大垣共立銀行高山支店の前で自転車の後タイヤが鋲を拾いパ 

ンク!!ニコニコやめようかと思いましたが、最後の例会なので。 

●垂井 政機さん  

今年最後の例会となりました。友人の俳句に『捨てるもの迷わず捨 

てて冬に入る』というのがありました。良いお年をお迎え下さい。 
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●蜘手 康介さん 

今年最後の例会ではありますが、申し訳ありません、早退させてい

ただきます。皆様良いお年を。 

●垣内 秀文さん  

超々零細企業です。今日明日の仕事の予定も予定通りに進みませ 

ん。よって早退させていただきます。 

 

＜本日のプログラム＞   新会員スピーチ 

受け継ぐ        

東 庄豪 

高山西ロータリー

に入会させていただ

きちょうど３ヵ月経

ちました。入会して

からは、１週間の時

間が短く感じるよう

になり、時間の貴重

さを改めて認識させられる様になりました。また、諸先輩方のご活

躍を拝見するにつけ自身の来熟さを痛感している今日この頃です。

スピーチは、自己紹介と最近の仕事を通じて感じていることを「受

け継ぐ」というキーワードでお話をさせていただきます、 

自己紹介 

私の名前は、東 庄豪と申します。庄は庄屋の庄の宇、祖父の庄

右工門からもらいました。豪は豪傑、豪族といった勇ましい字です

が、自身は親の願いからは程遠い人間性を形成しています。父親は

私の３歳のときに他界していますので私の中での父親像はありま

せん。多分子供に対しても父親らしき振る舞いが出来ているかどう

かと思うことがあります。子供は長女が２５歳、長男が２２歳，長

男には私の父親の名を一字取って嘉仁と名づけました。「子供は親

の言うとおりに育つものではない。親のするとおりに育つんだ」と

言われます。自分に言い聞かせています。 

今の仕事 

私は高山工業高校インテリア科を卒業し飛騨産業様に入社させ

ていただき１３年間勤務させていただきました。設計の仕事につく

まで製造現場で家具製作の工程を１から教えてもらいました。昭和

５３年頃でしたが社員の平均年齢が４５歳近くでなかったかと思

います。自分が習う人は親と同世代の方で仕事の大先輩と父親の存

在が自分の中で交差していました。今逆に自分がそのような世代に

なり社員に対して当時の思いをダブらせています。 

設計・デザインの仕事につくようになった時は、まだパソコンが

ない時代でした。いつも鉛筆芯ホルダーを３つの太さに削り分けド

ラフターに向かっていました。確か０．３ミリのダブルノックシャ

ープペンは１０００円前後で当時私にとって高価なものでした。今

はパソコンで簡単に線が引けたり消したりできるので図面の個性

がなく誰が書いたものかわからず、一つのペースがあれば使い回し

が容易です。しかも簡単に世界中にデーターを送る事が出来ます。

保存をするのは薄っぺらなディスクであったり、ツメ先程のチップ

にデーターが蓄積され、仕事の引き維ぎは保存されたプラスチック

の受け渡しだけで済んでしまいます。とても便利になり仕事の内容

もスピードに追われるようになってきました。設計の仕事も半オー

トメーションで機械がこななすので、デザインの中に個性がなくな

ってきているように思います。最近では製品がどこのメーカーのモ

ノかラベルを見なければわからなくなってきました。 

鉛筆で書いた図面には書いた人の細い線や消した軌跡が残り図

面から意図とすることを読み取ることができました。そして、その

一枚一枚は額装して壁にかけてもインテリアとして十分価値があ

るものだったと思っています、それほどきれいな図面がありました。 

そう思うようになったのも、現在の仕事で北欧デンマークの家具

を１５年前から手掛けるようになってきてからです。北欧デンマー

タの家具はご存じのように世界の一流品として人気があります。戦

後世界中に輸出されましたが半世紀以上経過しても当時のデザイ

ンが家具のみならず、生活用品全般で現在も作り続けられています。

家具に限って言えば当時の椅子が１脚５００万くらいで売買され

ることも珍しくありません。当時の職人の手作りの工芸性と一級木

材を使用しての家具が世界では美術品と同様の扱いを受けていま

す。しかし残念ながら、今本国でも後継者がいなく家具に関しては

５人１０人の工房がなくなってしまいデザインも埋もれていって

しまっています。 

弊社では家具作りのノウハウや伝統がありませんでしたので、北

欧家具にその基本を学ぶこととなっていきました。独学ではありま

したが、今まで８００位の北欧の痛んだ家具を修復して北欧の一流

家具の構造を知りつくすようになりました。そして、縁あって受け 

継がれなくなった手作りの北欧デザイン家具を高山で作らせてい

ただくまでになりました。製作の工程や素材は半世紀前の方法をそ

のまま取り入れ、日本には無くなってしまった草や毛などの天然素

材を海外から取り寄せています。今は私たちなりに得たノウハウを

残したくさんの方に知っていただきたいと取り組みをしています。 

３４年前、特に将来の夢もなく周りの勧めで入った業界でしたが、

自身の生活感を有意義に感じさせてくれるこんな素晴らしい仕事

は無いと今は思っています。木を削って作っているのは家具ではな

くて夢を作っているんだと思うようになりました。 

これからの事 

ストラディパリの製作したストラディノリウスというヴァイオ

リンの名器がありますが、その製作した職人の仕事がいまだに追い

抜けないと言われています。言い方を変えると音楽を作っているの

は演奏者や指揮者ではなく、楽器や指揮棒を作っている職人だと言

う方も見えます。私は家具が生活の中に息づく文化であると思って

いますので、その文化を創るお手伝いが出来るよう自分自身に磨き

をかけ新しいデザインに挑戦し職人芸と言われるほどに芸術的な

家具を作りたいと思っています。 

来年１月に弊社グループが支援しているＮＰＯ法人の式典があ

り在日デンマーク大使も来高されます。配偶者は男性でピジネスス

クールの准教授です。デンマークは世界で最初に同性間での結婚を

認めた国です。歩行者天国もデンマークが最初です。今では世界で

一番幸せを感じる豊かな国として世界で１番の国です。将来の日本

は現在のデンマークになると言う方が見えます。今後もっと幸せを

感じたい方はデンマークに学んではいかがでしょうか。 
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吉川 晃市 

本日はスピーチの時間

をいただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛騨、岐阜を代表する素晴らしい事業家の皆さんである西ロータ

リークラブの皆様の前でお話するのは、私の様な小心な新参者には

恐縮の限りです。 

わずかな時間ですが、私吉川という者を数％でも分かっていただ

ければ幸いですし、アドバイスなどお声かけ頂ければと思います。 

皆様のお手元に、自己紹介マップをお配りしました。そちらを元

にお話しさせて頂きます。 
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