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＜点 鐘＞ 会長 中田 專太郎 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

 

＜本日のゲスト＞ 

第一物産 株式会社 西洞 洋一 様 

有限会社 斐太プランニング 阿保 健司 様 
 
 
＜会長の時間＞ 会長 中田 專太郎 
 

皆さん、こんにちは。1週間ぶりにお目にかかります。 

本日は、会員の会社より 2名の社員の方に来ていただいて

おります。それについては後ほど松之木委員長の方から、

詳しい紹介などがありますので、「ようこそいらっしゃい

ました。本日はありがとうございます」ということを申し

上げます。 

さて、前にも少し相撲の話しに触れさせていただきました。

あれから数ヶ月は経ちますが、相変わらずの不祥事続きで

す。それに対する相撲協会の対応もブレブレですが、そん

な中、大相撲初場所が行われ、ゴタゴタの裡に「栃ノ心」

が初優勝を飾りました。 

栃ノ心はジョージア出身です。ジョージアといってもアメ

リカ合衆国のジョージア州ではなく、「グルジア共和国」

の英語読みの「ジョージア共和国」の出身です。当初から

非常に有望視されていたのですが、故障などでその後不調

が続き、一時は給料のもらえない幕下まで転落という地獄

を経験しました。引退も考えたことがあるそうなのですが、

ようやく初優勝をものにしたワケです。 

この 2 横綱のいない場所での優勝をどう見るかは様々で

しょうが、私は優勝は優勝だと感じております。 

「災い転じて福となす」、「ケガの功名」、「渡りに船」、「漁

夫の利」などなどの諺は、すべて今場所で優勝をものにし

た栃ノ心のためにあるのではないでしょうか？ 

問題は次の大場所で何を勝ち取れるのかに掛かっている

ワケで、今場所の優勝はそのための大切な試金石となるワ

ケであり、今後が楽しみな力士です。 

ところで、皆さん相撲は「国技」だと思いますか？ 

私はついこの間まで、てっきり相撲は「国技」だと思い込

んでいました。 

なぜなら、年間 6 回行われる本場所の内の 3 回は、「両国

国技館」で行われます。そこにもちゃんと「国技」という

名前が付いているし、放映権は日本放送協会 NHKが独占し

ております。 

独特の生活スタイル、格好を強制されています。 

力士の所得には勿論課税されますが、その大相撲を取り仕

切る日本相撲協会は、「公益財団法人」であり、税制上も

優遇措置を受けています。 

などなど様々の理由で、どう考えても国技なのではなかろ

うかと思うのですが、法律にはどこにも国技だという規定

はないから国技ではない、というのが通説らしいです。 

本日は、大相撲初場所が終わったばかりでもあり、相撲の

話に終始してしまいました。 

ご清聴ありがとうございました。 
 
 
＜幹事報告＞ 幹事 谷口 欣也 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

  ・2月ロータリーレートのお知らせ 1＄＝110円 
 

○ ロータリー日本財団より 

  ・確定申告用寄付領収書送付について 
 

○ロータリー米山記念奨学会より 

・確定申告用寄付領収書送付について  
 
○高山ロータリークラブより 

  ・例会変更のお知らせ 

  2月 8日（木）18：30～ 匠館 3階 
 

○高山西ロータリークラブより 

  ・例会変更のお知らせ 

  2月 23日（金）12：30～ 

 ひだホテルプラザ及び岐阜地方裁判所高山支部 
 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

  ・平成 29年度事業実績報告と 

 収支予算書および助成金のお願い 
 
＜高山市民憲章推進協議会より＞ 

  ・花の種・苗の申し込みのご案内 
 

＜会報＞ 

  ・高山ＲＣ   

 
 
 

◆会長  中田 專太郎   ◆幹事  谷口 欣也   ◆会報委員長 大原 誠  ◆会報担当 道下 利一 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1159 回 
56 名 56 名 41 名 － 73.21％ 

前々回 

1157 回 
56 名 56 名 37 名 8 名 80.36% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2017～2018 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「いま結束のとき！目指そう、新たなる境地!!」 

＜出席報告＞ 
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＜米山功労者表彰＞ 

◎第 4回米山功労者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜ロータリー財団表彰＞ 

◎ポール・ハリス・フェロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ポール・ハリス・フェローマルチプル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜職業奉仕委員会＞ 委員長 松之木 映一 
 
皆様こんにちは。 

本日は職業奉仕委員会の担当例会です。 

優良社員表彰と講師の卓話を予定

していましたが、卓話をお願いして

いた国際ロータリー第 2630 地区奉

仕プロジェクト部門委員会委員長

の鈴鹿ベイロータリークラブの宮

﨑弘夫様がインフルエンザにかか

り、皆様に迷惑がかかるという事で、

例会に出席出来なくなりましたので、プログラムの変更を

谷口幹事さんにお願いしました。 

人生には、上り坂、下り坂、そしてまさか
・ ・ ・

の坂があると聞

いておりますが、本日に限ってまさか
・ ・ ・

という事態になりま

した。 

また、本日は推薦頂きました 2名の優良社員に来ていただ

いていますので、紹介させて頂きます。 

第一物産 株式会社  西洞 洋一 様 

勤続年数 56年。高校卒業後第一物産一筋、現在 74歳で取

締役をされています。 

有限会社 斐太プランニング  阿保 健司 様 

勤続年数 30 年。永年に渡り飛騨地域の建築設計に第一線

で携わり、建設業界に多大な貢献をされています。 

島さん、岩本さん、宜しくお願い致します。 

＜優良社員表彰と卓話＞ 
 
島 良明 
 

松之木職業奉仕委員長から優良社

員の推薦を言われまして、名前を

上げたら 100 名位いまして、その

中で西洞洋一さんを推薦させて頂

きました。西洞さんは、高校卒業

後、第一物産に入社され勤続56年、

今は第一リースの取締役会長と第

一物産の取締役、他に何社かの取締役もやって頂いており

ます。また、私が移動する愛知・岐阜・三重・石川・富山・

福井の 7県は運転手をして頂いております。 

 
西洞 洋一 様 
 

ただ今紹介頂きました西洞洋一です。どうぞよろしくお願

いします。 

昭和 18年 5月生まれの今年 74歳

です。先日、認知症テストを行い

ましたが 100点満点で合格でした。

第一物産に入社したきっかけは、

入社面接のとき創業者の島卓三

さんに「居・食・住に関係した仕

事をしていれば将来的に食う事

には困らないぞ。俺と一緒に仕事してみないか」と言われ、

「住」に関係した仕事でしたのでいいかと軽い気持ちで就

職し、今に至っております。 

第一物産の前身は「飛騨ベニア」という会社で、伊勢湾台

風で高山も影響を受けた時、前社長は商売上手なのか頭が

いいのかトラック一杯ベニアを持ってきて、これを高く売

りかなり儲けました。その頃は、観光事業部のパチンコ・

衛生事業部の衛生車まであり、衛生車は高山で第 1号でし

た。 

その後名古屋へ行き、帰ってきて八紘金属という会社を作

り一番楽しい時でした。そんなとき、第一リースという会

社が、防災事故・交通事故・災害事故と非常に事故が多く、

このままでは将来不安だと言う事で、私が環境の見直し指

導を行い、今はほとんど事故が無くなりました。 

前社長も今の島社長も難しいところもあるんですが何か

魅力のある人で、また生まれたら島さんのところで働きた

いと思っています。 

創業者の島卓三さんから「心の経営」と言われ、今の社長

もそれを引き継ぎ、「正直に前からぶつかれ」「隠し事をす

るな」と仕事をしてきました。創業者・島卓三さんの言葉

に「10 代 20 代の人は可愛がられる人になれ。30 代 40 代

の人は信頼される人になれ。50代 60代の人は尊敬される

人になれ。70 歳を過ぎたら人生を謳歌せよ」と言われて

きましたので、70 代になりましたので人生を謳歌してこ

れからも頑張れるだけ頑張って仕事を続けていきたいと

思います。今日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剱田 廣喜 

下田 徳彦 

高原 清人 岡﨑 壮男 

中田 学 
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岩本 正樹 
 
皆さんこんにちは。 

松之木職業奉仕委員長から、優良

社員表彰をするので推薦してくれ

ないかという事で、私の会社の社

員を見渡しましたところ、1人条件

に適合する素晴らしい社員がおり

ましたので、推薦をさせて頂くこ

とにいたしました。 

彼は 30 年余に渡り西建築設計事務所と斐太プランニング

において、飛騨地域の建築設計に第一線で携わり、建築業

界に多大な貢献をされてきました。 

少し自慢話になるかもしれませんが、斐太プラの阿保と言

えば飛騨地域の建築業界で知らない人はまずいないと思

えるほど有名で、各工務店の経営者はもちろんのこと市や

県の建築行政の職員からも絶大な信頼を得ている一級建

築士です。 

彼が携わった業務としては、剱田さんの自宅兼事務所をは

じめ東小学校や匠館も彼が設計した建物です。 

会社では建築技術職のリーダーとして、最近は若手建築士

の指導育成にも力を注いで頂いております。 

それでは、私の話はこれくらいにして阿保に自己紹介をし

て頂きます。 

 
阿保 健司 様 
 

ただ今紹介いただきました、有限会社 斐太プランニング

の阿保です。 

この度は、栄えある表彰を頂きあ

りがとうございます。私自身、こ

のような栄誉とは縁のないもの

と思っておりましたので、大変驚

いております。 

ここで少し、私の経歴をお話しさ

せて頂きます。 

建設会社に籍を置いていた父に、

幼少期の頃から建設現場に幾度となく連れて行ってもら

いました。子供心に感じた建物の建築というもののカッコ

よさに興味を抱き始め、やがて将来自分が目指す職業とな

りました。現に中学の卒業アルバムの寄せ書きにも、建築

士になりたいと書き込んでいるくらいでした。 

大学の建築学科を卒業した後、東京の設計事務所で社会人

のスタートを切りました。先輩方のご指導により建築実務

のイロハを覚えつつ、この仕事を続けていくには無くては

ならない、建築士の資格取得を目指しました。 

当時結婚が決まっていた自分には資格がないと式を上げ

ることが出来ないという、厳しい条件もあり必死に勉強を

重ね何とか資格を得ることが出来ました。 

東京での 7年間、仕事の上でいくつかの失敗をしながらも、

先輩や同僚の支えにより色々な業務を経験させて頂きま

した。 

その後バブル絶頂期の東京を後にして、実家の事情で地元

に戻り、株式会社 西建築設計事務所にお世話になること

となりました。 

高山市を始め合併前の近隣町村の公共事業や民間物件を

数多く担当させて頂きました。初めて経験する公共事業は

自分にとって手探り状態でしたが、ここでも先輩方の指導

のもと何とか対応することが出来ました。 

特に深く関わらせて頂いた清見村では、せせらぎ街道の入

り口にある「レストランせせらぎ」が地元での第 1号とな

り、その後「パスカル清見」や「道の駅ななもり」などの

拠点施設を担当させて頂きました。 

「レストランせせらぎ」は建ててから 30 年ほど経過し経

過していますが現在も営業されていて、今でもその姿を見

ると、当時が懐かしく思い出されます。 

「パスカル清見」は、足掛け 10 年その整備事業に係らせ

て頂きました。レストラン・店舗・宿泊施設・オートキャ

ンプ場・公園施設など様々な事業にかかわり、イベントが

あるたびに家族で参加するなどプライベートでもたくさ

んの思い出があります。 

しかし、営業を休止していた宿泊施設部分は、昨年民間業

者に譲渡され、再開発のため取り壊されるとお聞きしまし

た。スクラップ＆ビルドはこの業界では付き物ですが、自

分が関わった施設が無くなるというのはとても寂しく思

います。 

斐太プランニングに在籍して 12 年になりますが、公共民

間問わず、また飛騨地域のみならず各地の物件を担当して

います。前職場で一緒だった気心の知れたスタッフととも

に日々業務に取り組んでいます。 

現役当時の父ほどではありませんが、地元の業界や行政に

おいてある程度名を知っていただけるようになったかな

と思っています。後輩たちには、これまでの経験を生かし

た指導が少しでも出来ればと思っています。 

東京の職場で経験したことですが、担当していた現場で花

見の会が開かれ、私も参加することがありました。業界の

悪しき慣習だったと思いますが、現場で「先生」と呼ばれ

る 26 歳位の若造に対して、少しイカツイ強面の型枠大工

さんや鉄筋屋さんと酒を飲みながら、現場での「納まり」

について真剣に指導して頂いたことがありました。 

設計者は鉛筆の線一本でどんな形でも描くことはできま

すが、それを形にする現場での困難さは計り知れないと。

立場は違っていても、いいものを作りたいと思う気持ちは

同じで、何とか設計図に表現された形に近づけるために

「こうすればいい」「こうゆう納まりにすればよい」など、

その場では、職人さんたちが私にとっての「先生」でした。 

この仕事を始めてから、多くの人たちと出会いました。職

場の先輩方、同僚や後輩、同業の建築士の方々、建設会社

の担当・現場職人さんなどなど。たくさんの人たちから多

くの事を教わり、様々な経験をさせてもらいました。今の

自分があるのは、その人たちのお陰だと思います。 

父の現役時代を知る関係者の皆様方とも仕事を通じてお

付き合いすることがあります。当時を懐かしみ「父に世話

になった」と言っていただく方もあり、改めて父の影響を

受けこの仕事に就いてよかったと思います。 

父は、4 月で 92 歳になりますがとても元気で、今でも業

界のことに興味を持って会話を交わすこともあります。 

クライアントの皆様には、大切な財産となる事業計画に対

し真摯に取り組み、長年に渡って活かされるものを目指し

これからも、謙虚さと感謝の気持ち、人との絆を大切にし

て精一杯仕事に邁進していきたいと思います。 

最後になりましたが、表彰して頂きました高山中央ロータ

リークラブの皆様方、そして私のようなもの推薦して頂い

た岩本会長に感謝を申し上げて御礼の挨拶とさせて頂き

ます。 

本日は、誠にありがとうございました。 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
優良社員表彰にお越し頂いきました、第一物産（株）西洞
洋一様と（有）斐太プランニング 阿保健司様のご来訪を
心より歓迎致します。後程よろしくお願いします。 
 役員理事一同 
 
本日は、職業奉仕委員会の担当例会です。優良社員として
推薦して頂きました、西洞様、阿保様、当クラブの例会に
出席頂きありがとうございます。予定外の事がありました
がそれに対応して頂いた島さん、岩本さんありがとうござ
いました。 松之木 映一 
 
第一物産（株）西洞さん、（有）斐太プランニング 阿保
さんのご来訪を歓迎申し上げます。 新井 信秀 
 
本日は当社の社員の阿保がお世話になります。よろしくお
願いします。 岩本 正樹 

 
 
恵比須之湯 第 2 弾！先日 2 回目の恵比須之湯へ行きまし
た。岩本さんはおりませんでしたが、でもきっと数日前に
はこの湯に岩本さんが入っていたのかと思ったら何とな
くニッコリとなりました。 久々野 国良 
 
先日は国島市長後援会、本日は野畑国久さんの叙勲祝賀会
と人様のめでたい事が続き会費倒れです。 三枝 祥一 
 
結婚記念日のお花をありがとうございました。 
 剱田 廣喜 
 
本日、所用により早退します。よろしくお願い致します。 
 鶯塚 英雄 益田 大輔 


