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＜点 鐘＞ 会長 山本 辰男 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 

＜会長の時間＞ 会長 山本 辰男 
 

いよいよ最終月に突入しました。しかし今月は 5回の例会

がございます。今しばらくお付き合い下さい。 

心配をしていました留学生の受け入れ高校も飛騨高山高

校に決まり、カウンセラーも決まり、ホストファミリーも

増え、形が整いつつあります。有難うございます。あとも

う少しのご協力お願いします。 

さて、先月の軽スポーツ例会に皆さんには怪我の無いよう

にと言いましたが、私が第一投目で太ももの筋を伸ばして

しまいました。生活と仕事に大変不自由な思いをしました。

皆様方も会社でも家庭でも唯一無二の存在なのですから

あちこちに支障が出てくるものです。大きい話になります

が元ビートルズのポール・マッカートニーが今回の日本公

演を病気でキャンセルしての損害が 40億円だそうです。

お体に気を付けてください。 

それからもうひとつ世界のロータリークラブにとりまし

て心配な記事が新聞に出ていました。パキスタンやシリア

など 10か国でポリオとの闘いが難航している、地道な活

動で制圧はなかったが感染が再び増加に転じた。 

イスラムの教えに反すると考えワクチン接種を忌避する

人がおり、反欧米の感情から、接種活動を襲撃する事件も

多発している、又、この活動を欧米のスパイ活動と見たり、

不妊につながる薬だと信じている人も多いそうです。この

ワクチンの大事さを理解して頂く活動をしっかりと行い

何とか根絶したいものです。 

本日の例会は会員スピーチのとりです。新宮委員長どうぞ

宜しくお願い致します。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 中田 專太郎 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・６月ロータリーレートのお知らせ 

  １ドル＝１０２円 

 ・地区補助金申請についての通知 

  申請中の補助金は承認される予定 

 ・2015-15インターアクトクラブ活動計画書 

 ・ＲＩ日本事務局財団室 NEWS 2014年 6月号 

 

 
＜本日のプログラム＞ 

プログラム委員会 新宮 委員長 
 

 

 

 

 

 

 

 
＜会員スピーチ＞ 

高殿 尚 

 

私からは、人生の岐路で出会った恩師・恩人の有りがたさ、

その、それぞれの恩師からいただけた、「一言」が人生を

変えてきたことについて、その中でも、今日は３人のお話

をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が、子供の頃からの「夢」は、高校野球で甲子園に出る

ことでした。当時、高山には硬式野球部がなく、甲子園を

目指すには、岐阜や名古屋の高校に進学するしかなかった

わけですが、私の人生の最初の岐路は、まずは、この 15

歳の時。 

◆会長  山本 辰男   ◆幹事  中田 専太郎   ◆会報委員長 前越 路子  ◆会報担当 伊藤 正隆 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1005 回 
51 名 50 名 47 名 － 94.00% 

前々回 

1003 回 
51 名 50 名 45 名 2 名 90.00% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2013～2014年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「楽しい時(例会)が素晴らしい人生(ロータリー)を創る」 
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色んな高校への選択肢があったわけですが、松倉中学の当

時の野球部からは、5人が、私と同じくする「夢」をもっ

て、市立岐阜商業に進学を決めていた。私は、みんなが行

くから一緒に…とは考えず、ひとり名古屋の東邦高校へ進

学。 

まず、ひとり目の恩師… 

この時、のちに、私の人生最大の恩師と思える、当時の東

邦高校監督で、現在「大垣日大高校」の監督である、阪口

慶三先生。 

当時の阪口先生は、36 歳。練習の厳しさは、質・量・時

間とも、日本一の練習量！一年生が、160人入部しました

が、3 年間持ちこたえたのは 16 名。世間からは「鬼の阪

口」とか、「鬼口鬼三」、日本の赤鬼・青鬼と言われ、1000

万円やるから、もう一度、高校 3 年間やれと言われても、

丁重に、即、御断りをさせていただきます。 

練習の厳しさはもちろんですが、理不尽な先輩からの「か

わいがり」もあり、毎日、丼いっぱいの涙を流し、奥歯が

すり減るほど、歯を食いしばったおかげで、弱いチームな

がら、春の甲子園に出場しました。チームが！ 私は、ベ

ンチ入りは出来ませんでしたが、選手と一緒に甲子園生活

を味わえました。大会前に、1時間甲子園で練習ができる

のですが、その時、恩師からの一言！ 

「高殿、お前、高山くんだりから、俺のところへ来た。レ

ギュラーにはなれなかったけど、今、お前は「夢」の甲子

園に立って、キャッチボールをしている。」子どもが出来

たら、お父さんは甲子園でキャッチボールをしたといって

やれ！」甲子園に出たというと、子供に、嘘を言うことに

なるからな！高山にいれば、レギュラーだ。でも高山にい

たら、甲子園に立っていない。まだ、夏がある。背番号つ

けて打席に立ちたかったら、もっと頑張れ！」この一言が、

「東邦高校を選択して、この恩師に出会えてよかった」と、

心の底から感じることができました。 

それから、30 年。先生とのお付き合いを続けさせていた

だき、私が選挙にでることになって報告をしましたら、「お

っ、頑張れ！」教え子から初めての「県議会議員」が誕生

するかもしれん。「教え子のために、グランドを離れたこ

とはないが、お前は別だ、応援に行く」 

後援会の設立の日程が決まり、先生に電話をしました。 

「高殿、だめだ。その日は、甲子園前に長良川球場で練習

できる唯一の日」「縁がなかったとあきらめてくれ」と言

われ、電話を切ってから一分後、「高殿、行かなかったこ

とに悔いが残る。行く」と電話があってきてくれた。 

当日は、こう言って挨拶をされました…「大垣日大の阪口

です。ご存じの通り、一か月後には甲子園で大会がありま

す」「チームにとっても、一番大事な時」「教え子は、1400

人います」「1400人とも、俺の大事な教え子であり、子供

だ」「そして、みんな、鬼の子」「高殿は、1400 人の中で

も、目に入れても痛くない数人の 1 人」「ひとりの教え子

のためだけに、グランドを離れたことは一度もない」「で

も、今、私は、ここに立って、お願いの挨拶をしている」

「それだけで、高殿という男が、どうゆう男であるか評価

してください」 

ここで、拍手がでるとこです！ 

補欠の選手でありながら、私のために「わざわざ来てくれ

た」恩師に感謝と、「男」としての評価をしていただけた

恩師の一言に感謝です。 

さて、二人目の恩人… 

ロータリーのメンバーでもある「周 信夫さん」です。周

さんは、誕生日も一緒で、幼稚園、小学校、中学校と同じ。

私は、東海大学に進学し、野球部のマネージャーをしてい

ました。高校時代と同じく理不尽な野球部合宿所生活。一

年生マネージャーは「自由な時間」はなく、雑務は山のよ

うにあり、一か月の一日しか、外出できない状況。高校で

は大抵のことは我慢をしてきたし、我慢はできるのですが、

もう限界！ 

合宿所を逃げて学校もやめようと、本気で考えていた、貴

重な休日。当時、東京に住んでいた「周さん」に連絡を取

って会いました。 

新宿で昼飯食べながら、合宿所生活の耐えきれない生活ぶ

りを話し、もう、やめたいと思うと相談したら、あるとこ

ろに連れて行ってくれました。風俗ではありません！どこ

かというと、豊島園の遊園地！合宿所の門限もあったので、

2 時間くらいと記憶していますが、乗り物に乗りながら

「尚、まっ、色々あるけど頑張れよ！」と今も変わらない

「軽い口調」の一言で、励ましてくれたおかげで、「もう

ちょっとだけ、頑張ってみるか」と、気持ちを切り替えま

した。 

部屋の荷造りもしていたし、周さんの一言がなければ逃げ

ていたし、私の「今」もありませんでした。周さん、その

節は、本当にありがとうございました！ 

ここ、拍手がわきあがるとこです！ 

でも、多分、周さんは、豊島園の遊園地に行きたかっただ

けかもしれませんが、ある意味、命の恩人に匹敵する周さ

んの一言に感謝しています！そして、こうして一緒に中央

ロータリーでお世話になっているご縁も感じます！ 

これまでも、色々な人生の岐路があったわけで、その時々

で、のちに恩人と思える人たちと出会いましたが、これま

での多くの出会いに感謝し、出会っただけでなく、その後

の人生において、お互いがお互いを認め合い、認め合う温

度も高い温度で認めていただける出会いを大切にしてい

きたいと思います。 

 

 

道下 利一 

 

本日会員スピーチ予定の村瀬さんが休みになったため、私

もプログラム委員でしたので、本日のスピーチを任せられ

ました。それでかたくて重い話をしたいと思います。 

先代が石切り工を営んでおりその後を継ぎました。これま

でさせて頂いた主な工事は以下の通りです。 

三之町通り 古い町並みの切石の側溝工事。陣屋前の街中

スポット工事は高原建設さんに東屋など石に関わらない

部分をやって頂きそれ以外をやりました。二之町通り 切

石の側溝工事。高橋建設と共同でさせて頂きました。宮川

朝市通りから河川敷へ降りる石段の石積みが、自分の担当

するディビューの仕事でした。その他、城山天守閣復元工

事石積みもさせて頂きました。機会がありましたら皆さん

ご覧ください。 
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＜6 月のお祝い＞ 

 

＜会員誕生日＞ 
田中 雅昭   Ｓ３２年 ６月２０日 
津田 久嗣   Ｓ３５年 ６月２５日 
 
＜夫人誕生日＞ 
高木 純    和代   ６月 ２日 
新宮 一郎   智子   ６月１７日 
黒地 重雄   千織   ６月１９日 
周 信夫    真奈美  ６月２５日 
 

＜結婚記念日＞ 
田中 雅昭   Ｓ５９年 ６月 ２日 
中田 一男   Ｓ４７年 ６月 ３日 
西倉 良介   Ｓ５５年 ６月 ８日 
黒地 重雄   Ｓ４９年 ６月２０日 
仲谷 政美   Ｓ４４年 ６月２６日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

先日の新旧理事役員会に出席の方々ありがとうございま
した。急に暑くなったと思ったら九州では梅雨入り発表が
ありました。今年はエルニーニョの関係で夏が遅くなると
の話でしたがさてどうなるのやら。皆様、暑気にお気を付
け下さい。               理事役員一同 
 

とうとう 65 歳となりましたので基礎年金を貰う手続きを
しました。ＪＲのジパングの手帳も来ました。これからは
中期高齢者の盛春（せいしゅん）を楽しみます。 

      島 良明 
 

夕べ、初孫の女の子が生まれました。市長からは「3人生
め！！」と言われましたが、私に言われても・・・本日早
退します。                西倉 良介 
 

 
 
 
先日のボーリング大会で優勝出来ました。ゴルフは下手で
すが今後ともよろしくお願いします。ありがとうございま
した。                  岩垣津 亘 

 

今日は誰もが忘れると恐ろしいかみさんの誕生日ですの
で感謝を込めてニコニコへ。         高木 純 
 

4 日目、最後の 18 番、バーディーパット。松山プロ初優
勝のプレーに感激してニコニコへ。     新井 信秀 
 
 
 
 
 

 


