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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

ＡＧ訪問・クラブアッセンブリー 

 ＜会長の時間＞ 
洲岬ガバナー補佐様には、当西ク

ラブへは本日が 3 回目の訪問で、

岡田ガバナーの高山 3 クラブ合同

公式訪問を含めますと 4 回目とな

ります。濃飛グループは７ＲＣが

所属しますので1年間で約28回はどこかのクラブを訪問された訳

です。まだ岡田ガバナー年度の始る前、雪の降る中、ガバナーの出

身ロータリーであります鈴鹿の地までガバナー補佐の研修などに

数回、また年度初め7月～8月猛暑に中、美濃方面のクラブ訪問も

大変だったと思います。御苦労さまでした。 

因に、7月からは可児ＲＣの原様がガバナー補佐を勤められる予

定です。可児の翌年が美濃加茂ＲＣ、その次は西クラブにガバナー

補佐が回って来ます。 

さて、西クラブは例年6月の最終金曜日は次年度への引き継ぎ等

の事務処理の関係上休会となります。来週17 日が今年度の最終例

会となり「会長・幹事の挨拶」となりますので、本日が実質、最後

の会長の時間となります。一年間、毎週5分間近い時間を与えて頂

き、私の卓話にお付き合い頂きました事に対し改めて感謝申し上げ

ます。 

それでは、最終の卓話です。参議院議員で池田内閣時代に郵政大

臣や後にKDD(現、KDDI)会長・社長を勤められた高山市名誉市民の

古池信三さん、当クラブ会員の小森丈一さんのお父さんの小森専吉

さん、そして、郷土史家で教員だった高山陣屋の南隣りの小林幹さ

ん、この明治生まれの 3 人は同級生だったそうです。昔の学校は

「あ・い・う・え・お順」で席が決まっていたのでしょうか？学生

時代、古池・小林・小森と順並びだったようで、授業でも古池信三・

小林幹・小森専吉の順であてられたそうです。古池信三さんと小森

専吉さんは非常に優秀な生徒だったようですが、その二人の間に位

置する小林幹さんは肩身が狭かったとご本人からお聞きしたこと

があります。小林幹さん、晩年は和服姿でステッキを持ち陣屋の朝

市辺りを散策されていました。 

さて、昭和50年～平成6年まで放送されたTVアニメ「まんが日

本昔ばなし」の中に高山が舞台の「味噌買い橋」があります。味噌

買い橋とは、現在のさんまち通りの西側、宮川に架かる筏橋の通称

で、筏橋の東側、南西の角、秋葉神社横に味噌買い橋の石碑が立っ

ています。その説明文には杉の木の平（ひら）たい角（かく）を筏

の形に組んだ橋の時代から、その後、新しい橋に変えられその時か

ら筏橋と呼ばれるようになったことが紹介されています。味噌買い

橋とはむかし、今の本町の人々が、現在のさんまち通りの西角にあ

った店へ味噌を買いに通っていた所からそうよばれました。味噌買

い橋の話を御存じない方もおみえでしょうからあらすじをかいつ

まんで。 

昔、丹生川の沢上（そうれ・・・旗鉾のGS から下に降りそこか

ら乗鞍の麓（ふもと）に入った辺り）というところに炭焼きの長吉

という男がいた。長吉は、正直者でとてもよく働いた。ある夜夢に

誰か出てきて、『おい長吉、高山の味噌買い橋の上で立っておれ。

いいことがあるぞよ』と教えてくれた。長吉は朝起きるなり炭を背

負って出かけ、その炭を売り払ってから味噌買い橋へ行って立って

いた。五日間も立っていたが何もいいことがなかったので、もう帰

ろうかなとおもっていると近くの豆腐屋のじじいが、『おまえは、

もう長いことそこに立っておるが、どうしたのや』と声をかけてき

た。そこで長吉は夢の話をすると、豆腐屋は『夢の話を真に受ける

やつがあるか。おらもこの間夢を見たが、丹生川の沢上（そうれ）

というところの長吉の裏に杉の木がある。その木の根元を掘ると、

金銀宝物がどっさり出てくるとな。でも、そんな夢おいらは真に受

けん。』それを聞いた長吉は、えっと驚くなり自分の家へ走って帰

った。そして、裏庭の杉の根元を掘ったところ、本当に金銀宝物が

あふれるように出て、村一番の長者になった・・・と言う話です。 

イギリスにもジェイコブスという作家の「スワファムの行商人」

という次のような話があります。スワファムに住む貧しい行商人が

「ロンドン橋に行けばいいことがあるぞ」という夢を見て、翌日出

かけました。何日目かに近くの店主からどうしたのだと尋ねられ夢

の話をしたところ、店主は『私もスワファムに住む行商人の裏庭の

木の下に金銀が埋まっている夢を見たが、そんな夢は信じない』と

の話を聞き、あわてて自宅に戻り、裏庭の木の下を掘り金銀を見つ

け金持ちになった、という話です。 

こういう話は日本とイギリスだけではなく、ドイツやオーストリ

ア、スイスなどいくつもあるそうです。日本でも京都の五条の橋や

江戸の日本橋にまつわる話もあるようです。 

以前、民俗学者の柳田国男氏が高山に来た折にもこの民話が話題

になり、イギリスのロンドン橋の話と同じような内容になっている

と不思議がっていたそうですが、実は、昭和のはじめ頃、飛騨の伝

説を集め本にまとめた時、ロンドン橋の話を参考にし、児童たちに

話すため、『味噌買い橋のはなし』として本に挿入したのが余りに

うまくできているため、日本民話の中にまでとりあげられるように

なり、TV「日本むかしばなし」でも放映されました。 

そのロンドン橋の話「スワファムの行商人」を1939年（S14）に

翻訳し「味噌買い橋の話」として飛騨の伝説の中に挿入した人こそ 

当時、高山の西小学校に勤めていた小林幹先生です。柳田国男さん

ですら、あまりにも日本らしい話になっていたので気付かなかった

ようです。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎高山市青少年育成市民会議より 

・第57回外国人による日本語弁論大会の開催についてご案内） 

日 時   ６月１８日(土) １３：１５より  

    会 場   高山市民文化会館大ホール 

・高山市青少年育成市民会議総会資料 

◎リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会より 

・平成２８年度定期総会の開催について 

日  時   ７月２１日(木)  １４：００～ 

   会  場   セラミックパークMINO 国際会議場  多治見市 
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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 31名 2名 33名 42名 78.57% 

本日 36名 － 36名 43名 83.72％ 

 
 

新会員挨拶 
 
（株）大垣共立銀行 

高山支店長 高桑 光範 

 
 

 
＜本日のプログラム＞ ガバナー補佐訪問 
濃飛グループガバナー補佐 

洲岬 孝雄 様 

本日最後のガバナー

補佐訪問にお邪魔いた

しました。まずは、私へ

の慰労に対しても沢山

いただきましたが、ニコ

ニコの多さに、西クラブ

の活力を感じ入った次

第です。 

今期の岡田ガバナーは重点目標として会員増強と財団寄付の増

進を挙げられました。各クラブにそれぞれ事情があり、目標を達成

したクラブもそうでなかったクラブもあるかと存じます。現在日本

には2,270クラブに88,667人のロータリアンが所属しており、世

界に目を転じますと35,188クラブ1,227,719人だそうです。次期

はいよいよ高山地区より剱田ガバナーが誕生となりますが、これだ

けの大きな組織である以上、この2点についてはロータリーとして

は永遠に続く目標でないかと思います。 

今期の濃飛グループは7クラブ中5クラブで周年記念行事がござ

いまして、宴会好きな私には当たり年となりました。それぞれ立派

な経営者であられる皆さんが所属するロータリーであり、各クラブ

にそれぞれのカラーがございますので、私は運営に関して申し上げ

る立場にはありません。ただ各クラブを回らして頂き見せていただ

いて改めて感じる事は「ロータリーとは人格形成の場である」とい

う事でございます。皆様にとってロータリー活動が、人生の豊かさ

の一助となる事を願って止みません。 

最後に、地区広報部門委員長の伊藤松寿様には、色々とご指導を

頂きました事に感謝を申し上げ、最終ガバナー補佐訪問のご挨拶と

させていただきます。ありがとうございました。 

 

 
クラブアッセンブリー 
 Ｓ．Ａ．Ａ  蜘手 康介 

SAAという大命を受け一年、初め

てのことだらけで戸惑うことばか

りではありましたが、メンバーに

も恵まれ、なんとか最低限の任務

は遂行できたのはないかとまずは感謝申し上げます。ただSAAとし

て当クラブに対し何かもっと出来たのではないだろうかという反

省も踏まえ、会員の方々には頼りないSAAで苦言・苦情など多々あ

ったことだろうと思いますが、何卒ご容赦いただき今後の例会を円

滑に運営方法として、次期SAAの垣内さんにアドバイスとして申し

送りしていただければ幸いです。また私のような若輩者にこのよう

な機会を与えてくださった、古橋会長、遠藤幹事にはただただ感謝

申し上げます。この経験はとても貴重な財産として今後のRC活動

に生きてくると思います。本当にありがとうございました。 

 SAAの活動としましては、2/5に下田学氏の講話をお願いし、50

周年、各持ち出し例会の際にはその会場の準備など、親睦委員との

連携する部分も多く、SAAメンバー全員で協力し合いながら出来た

のではないかと思います。一年間、本当にありがとうございました。 

 
 

会報委員長  塚本 直人 

今年度も、事務局の中澤さ

んの力をお借りして、スムー

ズに会報の発行ができました。

会員の皆さまにも速やかに原

稿の提出のご協力を頂きあり

がとうございました。写真撮

影の使命を失念してしまうことが何度かあり、ご迷惑をおかけしま

した。 
１２月１１日の担当例会では中日新聞高山市局長の嶋津様をお

迎えし「ノーベル賞報道の舞台裏」について講演いただきました。

日頃は縁のない取材報道について勉強する良い機会となりました。 
今年度も蜘手さんに毎回の写真を提供していただきありがとう

ございました。御礼を些少ですが贈呈致します。 
 
 

雑誌・広報委員長   

山下 直哉 

副委員長に田中正躬さん、委

員に小森丈一で一年間活動いた

しました。田中さんにはゲスト

スピーチ等の相談にのっていた

だき、小森さんにはロータリー

俳壇に何度も投稿していただき助かりました。 

基本方針は毎月例会時に「ロータリーの友」の記事を紹介し、ロ

ータリアンの意識高揚に努める。ロータリークラブの理念、奉仕活

動について、地域社会に理解と共感を得られるように広報する。と

して活動しました。残念ながらクラブ活動を「ロータリーの友」へ

投稿することはできませんでした。担当例会は２月１９日に（有）

ブレス 代表取締役の細井卓美様に卓話をしていただきました。高

山市内３ロータリークラブ共同で高山市民時報に記事を投稿させ

ていただきました。今回の経験を生かして次の委員活動につなげて

いきたいです。 

 
 

職業分類・選考委員長   

田近 毅 
推薦された候補者について、

ロータリアンとして適当である

かを十分に調査し、その結果を
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理事会に報告ました。本年度は4名の方が推薦あり、4名の方々に

入会して頂きました。 

担当例会 （12 月 25 日）に『ロータリーとは』『ロータリーの

歴史』のDVDを見て頂き、会員の推移についてお話ししました。 

会員増強に協力して、11 月に地区委員長の堀場さんに来ていた

だき、前日洲さきにて勉強会をしました。 

 

 

出席・プログラム委員長 

新井 典仁 

皆さん、こんにちは。  

平成27年度メンバーは副委員長

に住田さん、委員に阪下さん、山

本さんでした。 

27年度の基本方針としましては、

「各委員会との連携を密にしてスムーズなプログラムの開催をサ

ポートする。および出席率の向上を目指す」という目的でした。 

委員会活動といたしましては「出席率向上のための意識の高揚を

図る」というものと「出席状況の報告」、「喜捨ファインの徴収」、

「プログラムのスムーズな進行のため各委員会との連携を図る」と

いうものがありましたが、中でも一番反省しておりますのが、幹事

や各委員長との連携が上手く図れなかった事です。今年度の反省を

次期に生かしていきたいと思います。有難うございました。 

 
 
職業奉仕ム委員長 

鴻野 幸泰 

副委員長に内田幸洋さん、委員

に垂井政機さん、蜘手康介さん、

黒木正人さんでした。 

基本方針：職業奉仕についての話

し合う機会をより多く作り出す。 

事業計画：①職場訪問 職場訪問例会を昨年の10月30日に飛騨

高山美術館にて行いました。館長の向井鉄也氏よりスピーチを頂い

た後は、館内を学芸員の案内により見学させて頂きました。 

②ゲストスピーチでは本会の会員斎藤章さん向井公規さん田邊淳

さん 3 名の方に職業奉仕についての考え方をお話しして頂きまし

た。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●濃飛グループガバナー補佐   洲岬 孝雄 様 

一年間大変お世話になりました。 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 
・アシスタントガバナー洲岬 孝雄 様のご来訪を歓迎いたします。 

1年間本当に御苦労様でした。 

・大垣共立銀行 高桑支店長の入会を歓迎いたします。今後とも宜 

 しくお願いします。 

●挾土 貞吉さん 

ガバナー補佐 洲岬 孝雄 様のご来訪と大垣共立銀行支店長 高桑

さんの入会を大歓迎して。 

●阪下 六代さん 

洲岬 孝雄ガバナー補佐のご来会を歓迎申し上げます。今年度も残

りわずかとなりましたが、大変お世話になりました。 

 

●伊藤 松寿さん､内田 幸洋さん、田中 武さん 

洲岬アシスタントガバナー様、鈴鹿地区大会でご一緒させて頂き誠

にありがとうございました。その時に内田のベンツでサーキットを

走って大変想い出になりました。また走ってみたいなと思いました。

今後ともよろしくお願いいたします。 

●小森 丈一さん 

①洲岬ガバナー補佐、この一年間ご苦労様でした。無事任期を終え 

られた事をお慶びいたします。 

②8日の次期委員長懇談会には井辺会長エレクト堺副幹事には大変 

お世話様でした。次年度が活気ある一年であることを願っていま 

す。 

●折茂 謙一さん 

井辺さん8日の夜は大変ご馳走になり有難うございました。 

●田中 正躬さん､下屋 勝比古さん､大村 貴之さん､田中 晶洋さん 

山下 直哉さん 

8 日は井辺次期会長には大変お世話になりありがとうございまし

た。大変おいしく頂きました。 

●高桑 光範さん 

今日から入会させて頂きます高桑と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

●堺 和信さん、向井 公規さん 
大垣共立銀行高山支店長の高桑 光範さんの入会を歓迎します。前

任の中島さん同様よろしくお願いします。  

●鴻野 幸泰さん 

本日クラブアッセンブリーです。職業奉仕委員会の報告をさせてい

ただきます。一年間ありがとうございました。 

●米澤 久二さん 

今週の月・火曜日に博多へ研修に行きましたが、翌日タブレットを

ホテルに忘れた事に気付きました。気付いた時スーッと血の気が引

きましたがホテルのお世話で無事戻って来ました。無論セキュリテ

ィは万全でしたが、パナマ文書並みのスキャンダルになる所でした。 

●井上 正さん 

誕生日のお祝いを戴き有難うございます。40 代も後半戦に入りま

したが、益々元気一杯頑張る所存です。宜しくお願いします。また

7月3日の会長幹事慰労激励ゴルフコンペには是非皆様方のご参加

を心よりお待ち申しあげております。どうぞ宜しくお願いします。 

●黒木 正人さん 

今日はひだしんの新卒採用面接試験の日です。今年の新入社員は

｢ほどほど出世｣志向という事で、年功序列主義を 43％が支持し成

果主義を支持する者は 27％に過ぎないとの事です。ひだしんはこ

の所思い切った実力主義を取っていますので時代の空気とは逆を

走っていますが、午前中の面接では学生に優しく接する偽善者を演

じてしまいました。という訳で午後の面接試験でもまた偽善者を演

じなければなりませんので今日は早退させて頂きます。 

●垣内 秀文さん 

本日は来週のアッセンブリー発表に向け早退させて頂きます。 

●山下 明さん 

健診あり早退します。 

●田中 晶洋さん､田近 毅さん､山下 明さん､下屋 勝比古さん､ 

新井 典仁さん､田邊 淳さん 

H26-27 年古橋会長遠藤幹事の年度もあとわずかとなりました。本

当にお疲れ様でした。無事に役目を終えられるお二人に慰労と感謝

の気持ちを込めて。 


	6-10
	6-10会員

