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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   古橋 直彦 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     塚本  直人  

                               

 

   世界へのプレゼントになろう 

朝陽差す雲海  蜘手 康介 

高山西ロータリークラブ

＜会長の時間＞ 

１０.９～１０は秋の高山祭

りですので八幡様の話を致しま

す。私見も入っていますので、

その事も含めお聞き下さい。 

櫻山八幡宮の例祭はＳ４３か

ら１０月。以前は９月１４、１５日でした。明治５年に太陰暦から

太陽暦に改歴になりましたが、太陰暦では1ケ月は新月から満月と

なり次の新月までですので、山王祭りは旧暦３月１５日、毎年満月

です。八幡祭りは旧暦８月１日、毎年８月初めの８月１日新月です。

旧暦８月１日は２０１５年（Ｈ２７）では９月１３日となります。

また、台風襲来の時期とされる二百十日は９月１日となります。旧

暦８月１日（９.１３）、二百十日（９.１）、二百二十日（９.１１）

は天候が悪くなる農家の３大厄日とされてきました。二百二十日の

ほうが台風に警戒を要すると言われてきました。おわら風の盆も風

を鎮める為の祭りと言われています。「まつり」は夏の季語だそう

です。高山と言えば春と秋の高山祭りが有名ですが、八幡祭りは本

来夏祭りだったと思っています。現在でも郡部では９月に例祭が集

中しています。これも旧暦で考えれば夏祭りです。 

太陽暦になる明治５年前は、高温多湿のおなじみの日本の夏には

変わりありませんが、医療、保険も無い時代、冷蔵庫もありません

ので食物は腐りやすく、農薬、殺虫剤も無く、農作物には害虫、病

気が発生し、雨の多い少ないは収穫量にもおおいに影響がありした。 

今年の夏も異常に暑かった。そして、後半は雨の日も多く、野菜の

高騰。人も農作物も、なんとか夏（太陽暦の９月初旬）を無事乗り

越せば一年を乗り切る事が出来たのだと思います。八幡祭りも９月

初旬のこの時期を強い力を持った神の御加護のもと、無事乗り切る

為の祭りであったと思います。 

祇園祭は日本の国の数に見立てた６６の鉾を立て、みこしを曳き

まわしたのです。長刀鉾でもお分かりのように屋根に天に真っすぐ

伸びた鉾が付いています。天に向かってまっすぐ伸びた鉾は何を意

味するのでしょうか。鉾に向かって霊が舞い降りるものであったの

でしょう。神社の社も境内に天高く伸びた杉の木で覆われています。 

高山祭りの屋台は、上段に御幣、宝珠（玉）、鳳凰、玄武、剣巻龍

など神霊を呼び寄せる象徴が飾られています。 

また、古来より日本人は普段通りの日常を「ケ」の日、祭礼など

を行う日を「ハレ」の日と呼び日常と非日常を使い分けていました。 

特別な日に着るのが晴れ着、特別な舞台が晴れの舞台です。祭りは

特別な日で非日常そのものです。日常と異なる演出により神の降臨

を仰いだ訳です。毎日がお祭りの「ハレ」だったら、それはつまら

ないものになると思います。単調になりがちな毎日の生活にケジメ

をつけハレの日を迎える。そうした物ごとの繰り返しで暮らしが成

り立っているのだと思います。普段通りの生活はケと言いますが病

気をしたりして順調にいかなくなる事を「気が枯れる」、「気が晴れ

る」の「気」に「草木が枯れる」の「枯れる」と書き気が枯れる・・

ケガレといつて忌み嫌い、古来よりお祓いや清め、みそぎなどがな

されました。生活は豊かになりましたが、自然の恵みを当たり前と

感じないで、感謝の気持ちを忘れてはいけないと思います。 
 
 
＜幹事報告＞ 

◎ロータリーの友事務所より 

・｢ロータリーの友｣英語版 

発行のお知らせ 11月中旬発行  

◎飛騨慈光会後援会  

会長 岡田 贊三 氏より 

 ・飛騨慈光会後援会設立10周年 

記念大会のご案内 

    日時  10月24日（土）  午後1時より3時半まで 

    場所  高山市民文化会館 小ホール 

◎国際ソロプチミスト高山より 

・新事務局のご案内(2015年9月～2016年8月) 

      高山市花里町   高桑 眞佐子(会長)   

＜例会変更＞ 

 高  山 ……10月15日（木）は、濃飛グループＩＭのため 

12日（月・祝）ホテルアソシア高山リゾート に 変更 

11月19日（木）は、創立60周年記念式典のため 

20日（金）ホテルアソシア高山リゾート に 変更 

高山中央………10月12日（月）は、濃飛グループＩＭのため 

ホテルアソシア高山リゾート に 変更 

＜受贈誌＞ 

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化No168、高山メセナメイ 

ト会報No.55) 

 

 

＜出席報告＞ 

 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 36名 1名 37名 45名 82.22% 

本日 37名 － 37名 45名 82.22％ 
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＜本日のプログラム＞     今月のお祝 

◎会員誕生日（写真左より） 

杉山 和宏  ９．２１ 田邊 淳  ９．２０ 田中  武 ９・１７ 

堺 和信 ９．１５ 中島 弘人 ９．８ 

◎夫人誕生日(当日、ご自宅に花束をお届け) 

  大村 貴之  真由美さん  ９．１８ 

  遠藤 隆浩  明日香さん  ９．２４ 

◎結婚記念日 

  蜘手 康介   Ｈ１４．９．１ 

◎出席表彰 

  なし 

◎在籍周年記念表彰 

  なし 

◎３ヶ月表彰 

・大村 貴之 ・黒木 正人 ・堺 和信 ・塚本 直人 ・平 義孝 

     

 

会員スピーチ      杉山 和宏  

 初めてのスピーチですので、自分と会社の自己紹介をさせて

いただきます。私がどんなヤツで、どんな仕事をしているのか

をお伝えできれば幸いと思っております。 

 

自分のこと 

昭和４６年９月２１日生  

４３歳、あと２週間で４４歳、父邦宏、母陽子 

マクドナルドが銀座三越内に１号店、日清カップヌードル発売 

団塊ジュニアの始まりの時期、北小の児童数1,100人、現在690人 

会員の向井君は同級生、挾土先輩がＰＴＡ会長をされていた。 

小中学校時代は剣道、スキー。 

もともとインドア派、プラモ、ラジコン、今もクルマ・鉄好き 

昭和６２年 1987年 斐太高校 入学 

数学が不得意なのにイメージ先行で理系。１年生だけ応援団、 

２年生以降が楽しいと言われ愕然、地味な高校生活。 

２６年前のベスト４戦を学校で観戦 

結論 理系は校舎も別棟まるで男子校 

平成２年 1990年 富山県立大学工学部 電子情報工学科 進学 

河合塾へ申込みに名古屋から帰った夜、補欠合格の通知。 

今の射水市小杉町太閤山にあり、高山より田舎。元々県立技 

術短大だったのが、ブームに乗り四年制に。１期生200人程。 

情報工学を専攻、フォートラン、Ｃ言語でプログラミング、 

画像処理専攻。Windows3.1の発売が大学３年の頃、インター 

ネットの文字は辞書に無い。 

バブル最盛期で富山にもマハラジャがあった。 

家庭教師、テレビ局、車検場、宴会場などでバイト。 

コンビニにコピー機、テスト前はせっせと縮小コピー。 

結論 もっと勉強して、もっと遊んでおけば良かった 

平成６年 1994年  松下電器産業㈱ 入社 

お約束の３年間修行入社。半年の大阪本社研修後、東京特品 

営業所経理課配属。数字の見方、伝票の見方はここで学んだ。

前年は新入社員１３００人、この年は８００人。 

配属先の所長は毎週ゴルフ、毎日新橋・銀座。 

双子山部屋がある中野新橋に寮。 

組合のスキー旅行で左ひざ靭帯断裂、以後スキー封印。 

久美愛病院に入院中に地下鉄サリン事件 

結論 田舎モンには人生のバブル期 

平成９年 1997年 山形パナソニック㈱ 入社 

経理課の上司が日経ビジネスの記事をくれたのがきっかけ 

同じパナ系列という縁から、修業第2弾をお願いする。入社1 

週間でルート営業にでる、電材営業の基本はこの時に学んだ。 

田舎だが山形市の中心部に寮があり都市生活の気分。  

飛騨と似た雰囲気、近くに仙台、名産品もかぶる。しかし、 

言葉は！？んだんだ、寿司がすす、当初電話応対もままならず 

結論 住めば都、言葉はフィーリングで 

平成１２年 2000年 高山電材㈱ 入社 

本当は休暇を取り海外旅行にでも行きたかったが、業務の要 

が産休に入ることになり即入社。 

初めての幹部会議で決算書を見て愕然・・・ 

結論 まだまだ先、ホッとできるＢ／Ｓにしたい 

平成１４年 2002年 ＪＣ入会 

得意先数社から入らないと取引停止と言われ、社員から懇願 

され入会。翌年同期入会の女性と結婚してしまう。 

卒業2011年の日本ＪＣ副委員長時、ＪＣ会館で大震災。翌日 

夕方、新宿駅で噂「福島の原発がヤバイらしいよ・・・」 

結論 はい！喜んで！と苦労を買った（笑） 

平成２１年  2009年  高山電材㈱ 代表取締役 就任 

前年９月リーマンショック。 

バブル以降右肩下がりのところへ、２０数年ぶりの低い売上 

エライ時に社長になってしまったと焦る。 
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平成２５年 2013 ㈱ディックナレッジテクノ 代表取締役 就任 

ほとんどタッチしていなかったが、前社長の意向。 

２社の連携を深めることも狙い 

平成２７年  2015年 高山西ロータリークラブ 入会 

大村君に北小の次期ＰＴＡ会長をお願いしたところ…。阪下 

先生を始め皆様からお誘いいただき他所はないと決めていた 

 

それぞれの時代、良い人との縁、友人のおかげでやってこれ

た。高山を離れていた１０年は楽しくかけがえのない経験。 

社長６年目、未だ社長の仕事は何か？経営とは何か？いまは

結局、ヒトゴト＝人事とクレーム対応。とにかく企業を永続さ

せること。 

 

松下幸之助は面接の際「あなたは運が良い？悪い？」と聞い

ていた。「運」は運がいいと思っている人にいく。自分も運が良

いと思っている。なぜなら、ここまで運だけでやってきた気が

してならない・・・ 

 

会社のこと 

社名：高山電材、電気の材料の問屋ということで「電材」 

電気屋だが、中身は流通業、建築業界の一部、景気、公共事 

業に左右される。 

全国で同業者は８００社くらい 個人商店から上場企業まで。 

顧客は一般ではなく、電気、設備の販売店、工事事業者。 

電気に関するものは、ほぼすべて取扱い商品。 

高山に同業は他に２社あり、同じ扱い商品なだけに価格競争。 

ディックナレッジテクノは分社化した子会社。 

情報機器、各種ソフトのシステム販売。県、厚労省・ハロー 

ワーク委託の求職者支援のＰＣ訓練、介護員講習 

 

昭和２２年 1947年  

祖父杉山和兵衛、桑山泰蔵、平田信雄の３人で「高山電気商 

会」を起業。名古屋で製品を仕入れ高山で売る。 

昭和３０年 1955年  

工事部門（現・高山電気工事㈱ ）が分離独立、製品販売に特化 

昭和３３年 1958年 

松下電器（現・パナソニック）の販売会社となり高山ナショ 

ナル製品販売㈱と改称 

昭和４４年 1969年 

電材部門を分離独立し高山電材㈱設立、祖父が社長兼務 

設備部門も分離独立し、飛騨ナショナル設備㈱設立 

昭和５４年 1979年 

金山営業所（下呂市金山町）開設。 

美濃加茂に出したかったが、仕方なく飛騨に留まる 

昭和５７年 1982年 

創業者・祖父和兵衛６２歳で死去、祖母はぎ子社長就任。 

この頃から、会社を継ぐんだなと漠然と思いはじめる。 

昭和６２年 1987年 

情報システム部門を分離独立し、㈲ディック設立。 

オフコン・パソコンシステム設置販売、クリヨンビルで雑貨店も 

 

平成 ８年 1996年 

郡上営業所（郡上市白鳥町）開設。    

金山から営業していたところ、顧客が増え新設 

平成９年 1997年   母陽子社長就任 

平成１２年 2000年 

本人入社。主婦だった母に社長ができるのか心配だった 

平成２１年 2009年  和宏社長就任 

平成２２年 2010年  

各務原営業所（各務原市鵜沼大伊木町）開設。 

東海北陸道が出来てから、金山地域の工事物件が激減、対策 

が急務。調べたところ同業者の拠点がない、高山より大きな 

市場がある。祖父の思い、美濃で仕事をしたい・・・ 

平成２３年 2011年  高山パナソニック販売㈱設備部門を統合 

平成２５年 2013年 ㈱ディックナレッジテクノ 代表取締役 就任 

 

ピークはバブル直後、アソシア、飛騨センターの頃。 

リーマンでピークの６０％にまで落ちたが、アベノミクス？で

やっと回復基調。 

最近は同業者との競争に加え、ネット販売や異業種参入との戦

いも。今後も地域密着路線、飛騨を中心にしながら各務原方面

での商いを広げたい。 

現在創業６８年 目指せ１００年 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 
杉山さん、今日は会員スピーチよろしくお願いします。期待し

ています。を感じました。頑張って行きましょう。 

●杉山 和宏さん 

本日会員スピーチをさせて頂きます。2か月前から緊張しており

ます。何卒よろしくお願い致します。 

●阪下 六代さん 

本日は杉山和宏さんの新会員スピーチという事で楽しみにして

出席しました。卓話の内容大いに期待しております。 

●伊藤 松寿さん 

先日の岐阜テレビの特別番組｢斐太高校野球部 100 年目の軌跡｣

に有斐会長としてインタビューを受けました。皆様の大声援に

感謝して。 

●岡田 贊三さん  

飛騨の家具フェスティパルを世界文化センターで開催していま 

す。また飛騨の匠展も併設しております。是非一度ご覧下さい。 

●米澤 久二さん、新田 敬義さん 

今月のニコニコを二人で担当します。沢山のニコニコをお願い

します。 
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