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高山西ロータリークラブ 

例会報告 
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０      ●会 長 山下   明 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  堀川 和士  

                               

 

   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

岡田 贊三 

＜会長の時間＞  

「十日えびす」にちなんで 

新年家族例会は大変盛り上

がり、親睦委員の皆様ご協力

ありがとうございました。 

さて本日は、1月10日に毎

年新春恒例のニュースで取り上げられます、西宮神社の「十日え

びす開門神事福男選び」にちなんで“えびす様”について話しを

します。 

◎えびす様を祀る神社には、神様の由来の違いから西宮神社系

と出雲大社系があります。 

①ヒルコ（蛭子）由来の西宮神社系 

虫へんに至ると書いてヒルの子供、蛭のように手足が萎えた子。

日本神話ではイザナギ、イザナミの子であり天照大神の兄でアシ

船に入れられて海に流された不幸な王子なのです。その皇子が西

宮の地に漂着したことから、海の神でありえびすの姿となったと

のこと。西宮神社がヒルコ系神社の総本社です。 

②事代主由来の出雲大社系 

大国主の息子の事代主が美保の崎（島根県美保関町）で釣りを

している所に高天原から国を譲るようにと刺客が追ってきて、天

津神のおっしゃるようにしますといって海の中に隠れたとされ

ています。海で釣りをしていたことから、海の神となってえびす

と結びついたという事です。出雲大社の近くにある美保神社が事

代主系神社の総本社です。 

 飛騨では「十日えびす」の祭りをやっているのは、下呂市役所

の近くの出雲大社飛騨教会だけです。昭和9年に創設と新しく、

しかも貧弱な神社でありますので期待してお参りするとがっか

りします。 

◎“えびすエビス”でなく“ゑびすヱビス”なのです。 

 ビールが大好きでして、ほとんどがアサヒスーパードライなの

ですが、時にエビスビールも飲みます。エビスビールの商標を見

ますと、EBISUではなくYEBISU（100円のENはYEN）、カタカナ

表記ではエではなくヱ、ひらがな表記ではえでなくゑ（五十音図

のア行エ段ではなくワ行ヱ段）なのです。このように表記につい

て話したり、エビスビールの瓶の中に、数百本に1つの確率でビ

クの中にもう一匹鯛が入っているラッキーエビスがあるのです

が、今まで一回も当たったことがなくこのビールを探しているこ

とを、ビールを飲みながら語ったりすることで酒席が盛り上がる

ものです。 

 エビスビールはサッポロビールの前身の日本麦酒によって明

治23年に発売されたとのことです。本当は大黒ビールにしたか

ったのですが、すでに横浜に大黒ビールがあったのでヱビスにし

たとのこと。このこだわりは、神様の世界では恵比寿様より、大

黒様の方が格上だからなのです。大黒様は出雲大社のご神体であ

る大国主命であり、恵比寿様は大和朝廷に国を譲ることを進言し

た軟弱な方の息子の事代主であり、大黒様と恵比寿様は親子であ

り父親の方が当然格上ということになるのです。 

 会長エレクトの田中さんから教えて頂いたのですが、私は大黒

柱しか知らなかったのですが、恵比寿柱もあって大黒柱と対にな

る柱であるものの大黒柱の方が格上とのこと。 

 歯についても大黒歯（上顎第1左門歯）と恵比寿歯（上顎第1

右門歯）があり、古来日本では左が右より格上だったことから大

黒歯が左に位置しています。 

 先日の新年家族例会の福引せんべいの中にヱビス大黒の金像

が入っていました。今年はラッキーな年になりそうです。鴻野親

睦副委員長さん、ありがとうございました。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎濃飛分区ガバナー補佐より 

・第３回濃飛分区クラブ親睦 

ゴルフコンペのご案内 

日時  5月17日(土) 

    9：00スタート 

  場所  明智ゴルフ倶楽部 かしおゴルフ場 

      ※各クラブ４名以上の参加をお願いいたします 

◎高山市ソフトミニバレーボール選手会より 

・第61回高山西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯争奪高山市ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 

参加要項について 

申 込  1月15日(水)～2月7日(金)の間に 

ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ管理事務室受付の申込箱へ 

抽選会  2月21日(金) 19：30～ ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ多目的ﾙｰﾑ 

◎高山市スポーツ少年団より 

・平成25年度高山市ｽﾎ゚ ﾂー少年団大会(助成金贈呈式)ご臨席のお願い 

日時   2月16日(日) 10：30～ 

会場   飛騨高山ビックアリーナ 
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◎はぐるま会会長より 

・第176回はぐるま会開催のご案内 

日時  3月18日(火)  9：34スタート    

( 高山出発7：00予定 ) 

  場所  関カントリークラブ東コース 

会費  8，000円            締切  2月14日(金) 

◎玉蘭荘および関係各位より 

 ・新年の挨拶状、年賀状  

＜例会変更＞ 

高山中央 … 2月 3日(月)は、節分例会のため 

2月4日(火)18：45～ 山陣 に変更 

       2月10日(月)は、定款第6条第1節により休会 

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ(会報)、不破ＲＣ(会報) 、不破の関ＲＣ(会報)、 

(財)米山記念奨学会｢ハイライトよねやま166｣、(財)比国育英会バ 

ギオ基金(バギオだよりNo40)  

 

 

＜出席報告＞ 

 
 
＜本日のプログラム＞   お祝い 

◎会員誕生日 

新田 敬義   １．１９  井辺 一章   １．  ３ 

 古橋 直彦   １．  ９   米澤 久二   １．１０ 

 蜘手 康介   １．３１ 

◎夫人誕生日 

 田中  武   文子 さん     １． ６ 

  鍋島 勝雄   正子 さん     １． ２ 

  垂井 政機   道子 さん     １．１８ 

米澤 久二   智子 さん     １．２５ 

 門前庄次郎   真理子さん     １．２９ 

 堺  和信   淳子 さん     １．１６ 

 垣内 秀文   優子 さん     １．１８ 

◎結婚記念日 

 伊藤 松寿   Ｓ４７．１．１１ 

 小田 博司   Ｓ４８．１．１３ 

 長瀬 達三   Ｈ１４．１．３０ 

 

 

◎出席表彰 

阪下  六代  → 

２５年 

←  内田  幸洋   

１３年 

 

  門前 庄次郎 → 

      ７年 

 

◎在籍周年記念表彰 

     ナシ 

      

◎３ヶ月表彰 

・内田 幸洋  ・斎藤  章  ・阪下 六代  ・田近  毅 

・垂井 政機  ・新田 敬義  ・挟土 貞吉  ・門前庄次郎 

・山下  明 

 
 

会計中間報告      雑誌の紹介 

 
 
 
ロータリー情報委員会 
委員長   脇本 敏雄 
 

１） 選ばれた会員（審査の

目標） 

1．地域で職業を代表し 

て評判のよい人。 

2．必ず例会に出席ので 

きる性格と健康の 

持ち主、自分の時間の裁量ができ、出席条件の整った人。 

3．人格の立派な人で社交性に欠けないこと。 

4．地域で指導者たり得る意欲的な職業人で将来性のある人。 

5．ロータリー財団学友。 

6．地域社会で奉仕活動をしている人。 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 休会 のため 補正 ありま せん 

本日 40名 － 40名 50名 80.00％
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２） 入会までの手続き 

正式には、ロータリーでは会員選挙の手続きと言われていま

す。正会員の入会までの手続きはおよそ次の順序により行われ

ます。（但し各クラブ細則や内規の定めにより多少異なる場合が

あります。） 

1．会員（名誉会員を除く）または会員増強委員会より会員候 

補を推薦用紙にて幹事に提出、幹事はそれを理事会に提出 

します。 

2．理事会において受理された会員推薦書は、まず職業分類委 

員会で職業分類の審査を受け、職業分類上問題がなければ、 

理事会はそれを会員選考委員会は送ります。資格条件の審 

査を受け、再び理事会に回されます。 

3．理事会は２委員会の審査報告を受け、理事会で提出後30 

日以内に協議します。その協議事項は未公開で行います。 

4．理事会で承認されれば、推薦者とロータリー情報委員は被 

推薦者（あなた）を訪問し、ロータリーの目的、会員の 

特典、義務の説明等のロータリーインフォメーションを 

行い、クラブに発表の承諾を求めて会員申込用紙に署名 

します。 

5．クラブ会員の前であなたを推薦したことを発表します。 

通知後７日以内にクラブ会員から書面による異議申し立 

てがなかった場合は、承認となります。入会金を納める 

事により正会員となり、幹事は会員証を発行し、国際ロ 

ータリー事務総長に報告します。（理事会の評決により入 

会が承認された場合、会員の異議申し立てにかかわらず、 

入会金を納付することにより会員になります。） 

6．あなたはクラブ例会にて新会員として紹介され、入会式 

を終えた後、ロータリーについての勉強会を、ロータリ 

ー情報委員会より受けます。また、クラブに早く溶け込 

めるよう援助する担当会員を指名します。 

＊ 高山西ロータリークラブ細則第14条 会員選挙の方法 

 第1節～第7節 において、我がクラブ独自のガイドラ 

インが制定されています。 

３） ロータリアンの義務 

1．ＲＩ定款・細則並びにＲＣ定款・細則を遵守すること。 

2．入会金・会費を納入すること。 

3．例会に出席すること。 

4．委員会活動、その他ロータリー・プログラムに参加すること。 

5．雑誌「ザ・ロータリアン」又は「ロータリーの友」を購読 

すること。 

４）会員分の終結 

1．会費を納入しないとき。 

2．連続４回、クラブの例会を欠席し、メークアップも行わな 

い場合。 

3．半年間にメークアップを含む出席率が５０％に達しない場 

合。（出席免除会員は除く） 

4．半年間に所属するクラブの例会に３０％出席していない場 

合。 

５） ロータリアンの守るべき道 

1． 約束の時間は必ず守りましょう。 

2． 例会に欠席する場合は必ず事務局等に前もって連絡しま 

しょう。そして欠席の補填（メークアップ）を必ずしま 

しょう。 

3． 例会場では他クラブからのビジターやゲストの方々を、 

親睦委員会だけにまかせず全員で温かく迎え、友愛に心 

がけましょう。 

4． 卓話中は私語をつつしみ、スピーカーの話に耳を傾けま 

しょう。 

5．各種出欠の返事、アンケートの回答等には迅速に応えまし 

ょう。 

6．会費の支払いその他、守るべき期日は必ず守りましょう。 

7．服装は清潔にし、他の人々に不快の念を与えぬようにしま 

しょう。 

8．ロータリーの会合には、ロータリーの襟章をつけましょう。 

9．どこで会ってもロータリアン同士は、快く会釈し親睦に努 

めましょう。 

10．例会所要時間の60％出席すれば一応出席と見なされます 

が、よほどの理由が無い限り、閉会の点鐘まで在席しま 

しょう。 

11．良いこと、不幸なこと、何かにつけて仲間の会員に、真心 

で接し喜び合い、慰め合い助け合いましょう。 

12．分からないことはなんでも会員に尋ねましょう。尋ねられ 

たら誠意を持って応えましょう。 

13．「四つのテスト」を実践しましょう。 

14．ロータリーの活動は善意から出発します。一人ひとり善意 

の奉仕を実践しましょう。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●山下 明さん 

・新年家族例会には多くの御出席を賜りありがとうございまし 

た。会を盛り上げて頂きました小田ＳＡＡ委員長さんや鴻野 

親睦副委員長さんはじめ親睦委員の皆様には感謝しています。 

5月の飛騨の霊峰位山での新緑例会もご協力よろしくお願い 

します。 

・本日は会計中間報告とロータリー情報委員会の担当です。斎

藤さん脇本さん、よろしくお願いします。当高山西ロータリ

ークラブの年次総会です。２つの議題についご協議・ご協力

よろしくお願いします。 

●寺田 昌平さん 

・交換学生ベス1月11日中部国際空港、鍋島さん伊藤さん塚本 

さん見送り、またホストファミリーの皆様方ありがとうござ 

いました。ベスは無事帰国しました。感謝しています。 

・新年家族例会、ＳＡＡ、親睦委員の方々楽しいひとときを実 

施されありがとうございました。  

・古希にきれいな花束をいただきありがとうございました。 
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●親睦委員長 堺 和信さん 

・先日の新年家族例会におきましては多数の方にご出席をいた 

だきましてありがとうございました。大変盛り上がり無事終 

える事が出来ました。 

・妻の誕生日に花が届き大変喜んでいました。ありがとうござ 

いました。 

●米澤 久二さん、門前 庄次郎さん 

新年会、親睦委員会の皆様楽しい時間をありがとうございまし 

た。還暦のお祝いもいただきました。生まれ変わって清く正し 

く美しく生きたいと思います。 

●鍋島 勝雄さん 

1月11日、伊藤カウンセラー、塚本副委員長同行にてエリザベ 

スを無事セントレアへ見送りが出来ました。ホストファミリー 

６家族の皆様１年間ご苦労様でした。又親睦家族例会楽しくあ 

りがとうございました。 

●塚本 直人さん 

1/12 の新年家族例会はとても素晴らしい時間でした。会長幹事

始め親睦委員会の皆様ありがとうございました。そして1/11に

はエリザベスを鍋島委員長、伊藤さんとご一緒にセントレアに

送って参りました。無事帰国しました事ご報告します。 

●田中 正躬さん、蜘手 康介さん 

先日の家族例会には都合により参加出来ませんでしたが、例会 

報告の写真を見て楽しそうな様子が窺えます。親睦委員の一人 

として協力出来なくて申し訳なく思います。皆様今年も一年よ 

ろしくお願いいたします。 

●脇本 敏雄さん 

・先般の新年家族例会では親睦委員会の皆様には大変お世話に

なり楽しい例会をありがとうございました。 

・本日はロータリー情報委員会の担当例会となっておりますの 

でよろしくお願いします。 

●脇本 敏雄さん 

・先般の新年家族例会では親睦委員会の皆様には大変お世話に

なり楽しい例会をありがとうございました。 

・本日はロータリ 

●小森 丈一さん 

・12日の新年宴会は楽しい一時をありがとうございました。 

・ロータリーの友俳壇に掲載されましたので。 

●小田 博司さん 

1月13日、大倉から宅配が届きました。自分理由がない、返そ 

うとしばらくして妻、今日は結婚記念日、開けて食べよう。早 

速頂きました。ありがとうございました。 

●伊藤 松寿さん 

今日飛騨総社の責任役員会で垂井博美さんにお会いしました。 

正月にシンガポールにリハビリを兼ねて清遊されたそうです。 

お土産のボールペンを頂きました。その後は順調に快復されて 

いるので、高山西ＲＣの皆様に宜しくとの事でした。 

 

●折茂 謙一さん 

・喜寿のお祝い有難うございました。50・60鼻垂れ子増、70・ 

80男ざかりで生きたいもんですね。 

・早退します。 

●洞口 良一さん、岡田 贊三さん 

本日は都合で早退させて頂きますので宜しくお願いします。 
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