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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 

六月の五合目からの富士  蜘手 康介

高山西ロータリークラブ

お祝い・会員スピーチ 

 ＜会長の時間＞ 
先週に引き続き時計の続編です。 

1969年（S44）セイコーは世界初

のクオーツ時計(水晶発振式腕時

計)セイコーアストロンを発売し

ました。当時の定価で45万円した

そうです。水晶は電圧をかけると、一定のサイクルで振動します。

1秒間に1回の信号に変換して、この信号をモーターに与える事で

1秒ごとに秒針が動く。今までは大型置時計には使われていました

が腕時計サイズに超小型化したのは、セイコーの技術陣の努力の賜

物でした。機械式や、それ以前の各種電池式に比べ、圧倒的に誤差

が少ないことからクオーツ腕時計は1970（S45）市場を席巻（せっ

けん）しました。 

その結果スイスなどの高級機械式時計ブランドは破壊的な打撃

を受け、20 世紀半ばまで全盛を誇っていたアメリカの時計メーカ

ーはほぼ全滅しました。これが「クオーツショック」と言われる出

来事です。その後、アラーム機能やストップウォッチ機能など高級

化が進み、嘗て高級品であった腕時計がだれでも買える身近な商品

へと変貌しました。 

映画007シリーズでも1960代ショーンコネリー主演の頃はロレ

ックス等の機械式アナログ時計が活躍していましたが、セイコーが

クオーツ時計で市場を席巻した1970 代、三代目ジェームス・ボン

ドのロジャー・ムーア主演の「007私を愛したスパイ」にセイコー

のデジタルクオーツ時計が登場します。映画の冒頭、ボンドの腕に

嵌めたデジタルウオッチから M からの指令テープがプリントアウ

トされます。もちろん実際の時計には電波受信機能や印字機能は装

備されていませんが、それを可能と思わせる雰囲気をデジタルウオ

ッチは確かに持っていました。 

クオーツ時計の隆盛、特に日本企業が圧倒的な低価格化を行った

ことによって、機械式は淘汰されるかに見えましたが1980 代機械

式時計が見直され現在に至っています。バブルがはじけたのちも機

械式は嗜好品（しこうひん）として安定して評価されています。 

しかしバブル期とは大きく違う部分があります。それは機械への

着目です。バブル期機械式時計が再評価された際は「ロレックス」

「オメガ」など、ブランド名に価値が置かれることが多かった。 

言ってしまえば、時計の中身なんかには興味がないステータスとし

ての時計でした。ところが近年はムーブメントに着目する時計ファ

ンが多い。これは機能としての時計への着目です。機械式にシスル

ーのバックのものが多いのもその象徴です。例えばジラール・ペル

ゴやパテックフィリップなど、スイスの老舗高級メーカーなどは自

社ですべての部品を製造しています。そういった高級化、ブランド

力のアップによって機械式の時計は生き残りに成功しています。簡

単に言えば自己主張のツール・一種のステータスとして機械式時計

をつけるひとが多いのだと思います。苦悩の時代を経てもなお、高

級時計は男を魅了し続けています。 

最後に時計と007にまつわる話をひとつ。オメガは「クォーツシ

ョック」の時日本の企業に買収を持ちかけていたと言う話を聞いた

事があります。本当らしいです。現在ではオメガは映画007シリー

ジでもボンドの使用時計です。2006年に公開された「007カジノロ

ワイヤル」はダニエル・クレイグがジェームス・ボンドを演じる

007の第一作目です。モンテネグロのカジノロワイヤルで開催され

るポーカーゲームに参加するため列車で移動します。そのモンテネ

グロ郊外を快走する列車の中で女性との会話シーン 

女性「それはロレックス？」ボンド「オメガだよ」女性「Beautiful」 

歴史の「たら」「れば」は禁句ですが、ボンドのセリフが「セイコ

ーだよ」と変わっていたかも知れません。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ロータリー財団寄付増進部マネージャーより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ベネファクター認証状および徽章 

             古橋 直彦 氏、山下 明 氏へ 

 

◎公益財団法人 

ロータリー 

米山記念奨学会  

理事長 より 

・米山功労者感謝状 

  遠藤 隆浩 氏へ 

 

◎ガバナーより  

・地区大会記録誌 

◎高山市社会福祉協議会より 

  ・平成２８年度第1回評議員会資料 

◎高山・デンバー友好協会より 

・平成２８年度総会資料 

＜例会変更＞ 

高山中央 … 6月27日（月）は、最終慰労例会のため、 

18：30～ ひだホテルプラザ に 変更 

＜受贈誌＞ 

ＲＩ日本事務局（財団室NEWS）、社団法人高山市文化協会(広報 

高山の文化) 、岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だより 

No.65) 
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＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 28名 １名 29名 43名 67.44% 

本日 34名 － 34名 42名 80.95％ 

 
 

＜本日のプログラム＞ お祝い 
◎会員誕生日（例会欠席） 

  東 庄豪  ６． ３、  井上 正 ６．１５ 

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

  下屋 勝比古     ひとみ さん    ６．２０ 

   新井  典仁    由  美  さん    ６． １ 

     黒木  正人  まり子 さん    ６．１２ 

◎結婚記念日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山下 直哉 Ｈ８．６．９、 塚本 直人 Ｈ１３．６．２９ 

 

◎出席表彰 

  ナシ 

 

◎在籍周年記念表彰 

  伊藤 松寿 

         ４０年 

 

 

◎３ヶ月表彰 

・榎坂 純一  ・遠藤 隆浩  ・大村 貴之  ・塚本 直人 

・平  義孝   ・向井 公規  

      
 
 
会員スピーチ 
 松川 英明 

本日は、貴重な

時間をいただいて

スピーチさせてい

ただくことに感謝

を申し上げたいと

思います。ありが

とうございます。 

まず自己紹介をさ

せていただきます。 

私は、昭和38 年の生まれで、旧大野郡朝日村の出身で母親はま

だそちらで暮らしています。8年ほど前に、脳出血によって左半分

不自由な体になってしまい、元々糖尿病も患っており、要介護の認

定も受けております。何度か折茂先生の「それいゆ」にもお世話に

なっております。 

実家は、父親が亡くなる7年前までは地元鈴蘭高原で40年間旅

館を経営しておりました。小さい頃から、年末年始やお盆などは家

業の手伝いに追われて、お客様のお出迎え・お見送りから、部屋案

内、夕食の盛り付け、配膳、後片付け、風呂や部屋の掃除、シーツ

取替え、切れた電球の取替え、精算業務などなど、何でも家族総出

で頑張ってきました。なので、家族揃って「紅白歌合戦」を見なが

ら年越しをするなんてことは、記憶にはあまりなく、他の家族が羨

ましくも思っていました。 

中学高校になると、休みの日には家が忙しくなり、大学生になり

帰省する時は繁忙時期で、社会人になると、せっかくの休日でゆっ

くりしたいのにまた家の手伝いとなり、自分の時間も限られてくる

ようになり、親には相当反発しましたし、イヤイヤ手伝う自分がい

て、何度も喧嘩をしたことを今でも覚えています。とにかく、平日

お客様に気を遣い、休日まで同じようにお客様に気を遣う生活が一

番つらかったような気がします。ただ今の自分があるのは、あの頃

の両親の頑張りがあったからこそと思い、今は感謝するのみです。

これは、自分が親になって初めて分かったことのようです。 

不思議にも大学時代は、原宿の東郷神社内にあります「東郷記念

館」という結婚式場で家業と似たようなアルバイトをしており、披

露宴会場でのサービスや、一般企業の宴会サービスを学ぶことがで

きました。実家でのことや学生時代のアルバイト経験から、今のホ

テル勤務に大きく役立っていますし、何やら宿命のようなものを感

じます。 

私の趣味ですが、皆さんの前で話せるようなものはありません。

しいて申し上げるのであれば、つきなみですが、お酒とゴルフです。

お酒は小さい頃から鍛えられ、手の届くものであれば何でも飲みま

すし、飲みだしたら納得いくまで？飲まないと気がすまないタイプ

です。痛風経験者なので、体調には気をつけるようにしています。 

ゴルフですが、学生の頃4年間の夏休みには帰省中に鈴蘭高原でキ

ャディのアルバイトをしていました。これがきっかけでラウンドを

するようになり、ゴルフ暦は30 年と聞こえは良いのですが、練習

嫌いな私は全く上達しません。 

銀行に入り、まだ新入行員の頃、当時の支店長が「今から印鑑を

買って、市役所へ行き、実印を作って来い」と言われました。なん

のごとか分からないまま、登録された実印を持って支店長のところ

へ行くと、「ここに押せ」の一言でした。何かと尋ねると、「押して

から教える」と。「どうせお前は、いずれ高山へ帰るやろうから、

高山カントリークラブのメンバーになれ。そのための書類だ」とい

うことで、「お金はありませんよ」と伝えましたが、「お金の心配は

するな」の一言で、480 万円の 20 年間のゴルフローンの申込みで

した。まだ初の給料をもらうかもらわないかの時期なのに無茶苦茶

で、昨今の時代であれば完壁なパワーハラスメントですが、おかげ

さまで大きく目減りしたものの、一つの資産作りができましたし、

メンバーとして少しだけ大きな顔をしてプレーも出来るようにな

りました。 
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腕前の方は、なかなか自慢できるまでには至らず、だましだまし

でHC17 までにはなりましたが、経験豊かな緒先輩や若手のパワー

ヒッターには足元にも及びません。昨日も、前半41 と普段の自分

に無いスコアでしたが、結局90を切れず、といった成績でした。 

さて、ご承知のように、私の本職は銀行員です。私の場合は、ペ

ーペーの頃から支店長時代に至るまでほぼ全て営業一色でありま

した。このクラブにいらっしゃる黒木先輩は、不良債権処理のスペ

シャリストでしたが、私はとにかく数字を作る、新規取引先を増や

す、融資を売り込むことに誰にも負けないと言う自身と誇りを持っ

ていました。 

高山市に住民票がある唯一の支店長という(ある意味)武器を使っ

て地元のために頑張ってまいりました。地元出身者は、多くいまし

たが、ほとんどの方々は岐阜や名古屋方面で生活の本拠地を構えら

れており、逆単身赴任で戻ってこられましたが、根っから地元に住

み込んでいる者は私くらいでした。周りからは、「岐阜のほうへ出

てこないのか？」とよく聞かれましたが、なぜだか私の選択肢の中

にはありませんでした。実は、このことは私の中での数少ない誇り

です。 

話は戻りますが、時には不良債権を作っては黒木先輩の部署へ報

告書を持って何度か弁明に行くというのが支店長の仕事でした。企

業の債務者区分には、「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破

綻先」「破綻先」の5 段階ありまして、「破綻先」に認定されると、

黒木先輩が待っているという図式になっていました。みなさんの企

業も、このように格付けされております。もう少し細分化されてい

ると思いますが、例えば正常先でも要注意先に近いのか、要注意先

でも破綻懸念先に近いのか？銀行としては、格付けが低くなるに連

れて引当額が増えるので、なんとしても無理やり要注意先に留めた

いという本音があります。はたして、みなさんの企業の格付けはい

かがでしょうか？ 

銀行員は、50～55 才には出向となっていきます。先ほどの私の

歴史からお分かりのように、行く行くはホテルの仕事にひょっとし

たら携わるのではないかな、と感じていた矢先ですが、5年ほど前

に地元出身者という縁もあって出向を命ぜられて今に至っており

ます。現在、グリーンホテル・日赤・和井田製作所への出向者がい

ます。周りの皆様からは、「畑違いで大変だろ」とよく言われます

が、自分の中では全くそのようなことは無く、銀行時代に比べれば

精神衛生上はるかに良いと感じます。銀行は、とにかく数字に追わ

れ、高山では希ですが店頭に変なお客も来て、その対応に苦慮する

こともしばしばありました。柳ヶ瀬支店時代は本当に毎日が緊張で、

暴力団事務所へも行ったこともあります。 

業務出向という契約なので、当初は2年で銀行に戻る予定でした

が、ホテルも激動のタイミングであったこともあり、結局今に至っ

ております。ですので、色々やりたいことをやらせていただける今

の会社に感謝しておりますが、まず現在、社員食堂を新築しており

ます。このご時勢もったいないとか、他にお金を使うべきでは?と

の声も実際出ておりますが、従業員には気持ちよく働いてもらいた 

く、モチベーションを上げることを 優先に決定しました。東京に

本社を置く東証一部上場企業に運営を任せ、斬新で若者が好んで利

用できるようなコンセプトに仕上げたいと考えております。 

食堂に加え、仮眠室や会議室、女性のためのパウダールームの充

実などに力を入れて進行中でございます。今秋には完成しますが、

食堂の隣が会議室となっていますので、食事をしながら会議という

ことで是非一度、この例会にご利用ください。 

〈ホテル概要〉 

・開業昭和48年7月 ・従業員数330名・客室数207室 

・定員732名 ・稼働率79%  

・年間宿泊者数 15万人…インバウンドが急増(ホテル内シェア 

約19%)。台湾、タイ、スペイン、イスラエル、 

オーストラリアの順。 

・本年度よりJTB「お勧めの宿」( 上級の商品)に参画させてい 

ただきます。全国7,000もの契約施設からJTBによる厳選され 

た、わずか 21 施設のみで、JTB からは優先的に送客していた

だけるということですが、様々な制約もあり、毎目緊張感をもって

営業しております。ただ、脱エージェントに向けた動きもあり、当 

ホテルではエージェント比率は、48%と半数を切ってまいりました。 

高山グリーンホテルは、2つのコンセプトを持っております。 

一つ目は、「環境にやさしいホテル」です。京都議定書に端を発し 

た温室効果ガス削減について、積極的に取り組んでまいりました。 

平成10年コジェネレーションシステムを導入(熱電併給のエネル 

ギー供給システム) 平成13年グリーン購入ネットワークに参加し、 

リサイクル商品を使用。平成17年生ごみ処理機を導入。経産省よ 

りESCO事業の認定を受け、第1期省エネ環境対策。平成21年第二

期省エネ環境対策として、ペレットボイラーを導入(ペレットは、 

地元間伐材を使って再生された地球環境型のエネルギーで、重油と 

の価格バランスを見ながらどちらでボイラー・空調・給湯などを対

応するのかを毎日見ています)。平成23年低炭素地球づくり全国フ

ォーラムで審査員特別賞受賞。今後も、こうしたクリーンエネルギ

ーへの投資は、まだまだ増えるかもしれません。 

二つ目は、「人にやさしいホテル」です。館内バリアフリーの対策 

を採っており、館内10 ルームほどは、ユニバーサルルームとして

身障者に配慮しております。その中でも特徴的なのが、コントラス

トルームと言いまして、視覚に不自由な方のために、案内表示を大 

きくしたり、白黒はっきりした表示にしたりの部屋もございます。 

館内一番の売りは、地下大浴場にあります「車イス入浴システム」 

です。(介添えは必要ですが)身障者がイスに座ったまま入浴できる 

他にはない設備もございます。 

さて、高山という温泉地は全国でどのような評価を受けているの 

かランキングでご紹介いたしますので、ご興味があればメモしてく 

ださい。 

旅行業者が選ぶ「にっぽんの温泉100選」というものがございま 

す。井辺さんはよくご承知ですが、この上位 100 選のうち高山は

11位です。ちなみに、1位草津・2位湯布院・3位下呂です。奥飛

騨温泉は18位です。高山グリーンホテルは、13年連続での5つ星

を獲得しており、アピールの材料となっております。 

少し細分化しますが… 

「雰囲気」  …     高山は19位。1位草津・2位黒川・3位湯布 

院。(下呂は10位・奥飛騨温泉は14位。) 

「泉質」   …     高山は40位。1位草津・2位下呂・3位登別。 

(奥飛騨温泉は18位。) 

「地域内の充実」… 高山は2位。1位草津・3位箱根湯本。(下呂 
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は12位・奥飛騨温泉は24位。) 

「郷土の食文化」…  高山は11位。1位和倉・2位指宿・3位別 

府。(下呂は6位・奥飛騨温泉は12位。) 

みなさんはどのようなご感想を持たれましたでしょうか？ 

今後、ホテル 大のプロジェクトとして、実は耐震問題に引っか 

かっております。真ん中の本館がそれに当たります。学校や病院の 

ように外観を気にせず改修することはできず、思い切って建て替

え・取り壊しということも視野に入れております。ホテルが開業し

て43年、天領閣がオープンして20年、いよいよ次の超大型投資の 

時がやってまいります。また、仕事面で皆様には何かとお世話にな 

る時期もやってまいりますので何卒よろしくお願い致します。 

すでに青写真は出来上がっております。大手ゼネコン3社に絞っ

て進行していますが、オリンピック需要によるコスト高や熊本地震 

による九州への人手集中などによってどうなることでしょうか？ 

また、日本の人口減少にどう対応していくか？今後のインバウン

ド政策はどうなっていくのか?色々見極めながら考えたいと思いま

す。円高に振れて「バク買い」にも少し陰りも見え出したような感

じもいたします。 

一般的にホテルが売りにする商品は4つございます。「接遇」「料 

理」「周辺環境」そして「施設」です。お客様がふだんは体験でき 

ない「非日常」を感じていただき、思い出作りをしていただき、「ま 

た行きたい」と思っていただける「おもてなし」ができるようなホ 

テルを作り上げてまいりたいと考えております。建物がどのような

形になっていくのか、ホテル内でプロジェクトチームを立ち上げて 

いますが、私自身楽しみですし、かなりの重責もついてまわるため、 

今から緊張しておりますが、このクラブへ入会させていただくこと 

を一つの好材料にして、皆様からのお知恵をお借りしながら、今ま

で以上にお客様に喜んでいただけるホテルにしたいと思います。 

後に、私自身の夢となりますが、もちろんホテルを通じて地

元を盛り上げることであります。現実的なこととして、サッカーな 

でしこジャパンを高山へ連れてくることです。正確には、サッカー 

自体は古川のふれあい広場になりますが、前後のイベントであった 

り、地元チームとの交流試合であったり試みたいと考えております。 

それより、早く高山市内のサッカー場の整備を期待します。 

先日就任された、なでしこジャパンの高倉麻子監督とは、個人的 

な繋がりを得まして7～8回食事を共にさせていただいております。 

ミーハーな部分は大いにありますが、そういったところを大いに利 

用しまして、この高山の活性化を図りたいと思います。 

実は、すでに合宿のオファーを2回ほど直接頂いたのですが、名

古屋グランパスの合宿と重なってしまったり、今年の4月も頂いた 

のですがまだ芝が整っていなかったり、と残念続きです。実現した

暁には、地域交流活動として、このクラブの存在も示せたらと勝手 

に考えております。こんな夢ですが、お力を貸してください。 

色々と脈絡も無く話してしまいましたが、今までの経験を生かし 

て、今後も自分のため、ホテルのため、このクラブのために頑張っ

ていきたいという気持ちをお伝えして私のスピーチといたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 

・松川さん、新会員スピーチよろしくお願いします。 

・7月15日、日下部民芸館50周年記念として文楽の吉田玉男さん 

が民芸館にて上演を行います。まるで人形が生きているようで艶 

っぽくて素晴らしいものです。夜の部は洲岬さんのお弁当付で 

す。チラシを入り口においておきましたので興味ある方は手に取 

ってみて下さい。よろしくお願いします。 

●松川 英明さん 

本日、会員スピーチをさせていだきます。自信を持ってお話しする

事は何もありませんが、少しの時間お耳を貸して下さい。 

●田近 毅さん 

松川さん昨日はお世話になりました。本日の会員スピーチ楽しみに

しています。 

●伊藤 松寿さん、塚本 直人さん 

①5月29・30・31日と、私たち夫婦と塚本直人ご夫婦の4名でソ 

ウル国際大会に参加して来ました。大変快適な旅でした。 

②6月1日、母校斐太高校の創立130周年の全ての事業を無事終了 

致しました。総会・懇親会では下屋勝比古さんの名司会で大盛会 

でした。心より感謝申し上げます。 

●小森 丈一さん 

①6月1日の斐太高校創立130周年記念行事には伊藤有斐会長、下 

屋さんご苦労様でした。記念講演では一昨年ノーベル物理学賞を 

受賞された名大の天野浩教授のお話しがあり、その天野教授を教 

えた教授が斐高第22回卒の西尾章治郎教授で、今大阪大学総長 

を務められておられる事にも驚きました。優秀な後輩が居て気分 

爽快。 

②久々に俳壇に登場しましたので。 

●下屋 勝比古さん 

元関脇若の里の断髪式にて国技館土俵上で鋏を入れました。  

●新井 典仁さん 

先月は結婚記念日にワインと妻の誕生日にお花を頂きまして有難

うございました。 

●田中 晶洋さん､田近 毅さん､米澤 久二さん､垣内 秀文さん､ 

下屋 勝比古さん､大村 貴之さん､新井 典仁さん､ 

北海道で28日から行方不明になっていた小学2年の男児が今朝、

陸上自衛隊駒ケ岳演習場内の雨宿り小屋で無事保護されたそうで

す。暗いニュースが多い中、久々に嬉しいニュースでした。安堵と

共に、7日間も水だけで生き抜いた子供の生命力に感動しました。 

●挾土 貞吉さん 

大和君、良かった、良かったパンザイ！！岡田さんの飛騨産業のサ

ミット円卓もバンザイ！！ 
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