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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ それでこそロータリー 

 

＜会長の時間＞    会長 橋本 修 
 

先週木曜日、いつもの様にバンドの練習がありました。５

月の発表会に向けて新しい曲４曲も挑戦しています。その

中にサザンも又選びました。 

その歌詞がなぜかグッとくる内容でして、略しています

が、･･･“飲み明かして、なつかしい時、もうあの頃のこ

とは夢の中へ、知らぬ間に遠く、美しすぎるほど忘れられ

ぬ日々よ、互いにギター鳴らすだけで、わかりあえてた清

嗣もいたよ、” 奴もいたよのところを針山君は、溝際君を

思い出して歌っていたのかと･･･、つい清嗣もいたよと･･･、

ポロッときました。 

本番のステージには一緒に参加して写真を持って行くつ

もりでいます。セブンスターとして初めて、平塚へ演奏に

行った時、清嗣さんは、長男の清太郎君に来てもらい、父

親の違った一面を見ていただき、又、世界大会の年には、

お嬢さん二人に会場で通訳の手伝いを（ヒダホテルに宿泊

された外国人）お願いするなどロータリー活動を通じて、

父親の姿を子供さんに伝えていました。 

今夜は、平塚湘南ＲＣとの友好クラブの設立責任者でした

杉崎さんご夫妻もお参りされるとの事です。エピソードは

まだまだたくさんありますが、最後のお別れに行きたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、球春到来、オープン戦もいよいよ本番モードへと移

ってきましたが、同じボールでもゴルフの方はシーズンイ

ンとなりました。藍ちゃんの米ツアー開幕二連勝は正直驚

きました。外国でも活躍する条件は色々あると思いますが、

遼くんにしろ藍ちゃんにしろ、卓球の愛ちゃんもそうです

が、英語なり中国語なり、会話が出来る語学力があること

も大きな一因となっていることは事実だと思います。又一

方、「アメリカで出世をしたければ仕事のことを考えるよ

り、ジョーク、ユーモアを考えろ」と言われています。 

アメリカの野球ジョークです。2 塁から 3 塁に行く方が、

1塁から 2塁に行くより時間がかかる、それはなぜでしょ

うか？言っている意味解りますか？もう皆さん解けまし

たか？野球場に行くと、1 塁があって、2 塁があって、3

塁があってホームがある。これをダイヤモンドと言います

よね。アメリカですと 90 フィート、メートル数にすると

約 27 メートルの正方形なんですけど、アメリカでは 2 塁

から 3塁に行くほうが、1塁から 2塁に行くより時間がか

かるんです。それはなぜでようか？ちなみにエンゼルスに

移った松井選手に全く同じ質問をしたら、「日本では同じ

だ」って言ってました。1塁から 2塁に行く間は何の障害

物もないんです。ところが、2塁から 3塁に行く間に障害

物というかだれかいるんですよ。「ショート」「ショートス

トップ」『短い停止』つまりは時間がかかる。 

 

＜幹事報告＞     幹事 岩垣津 亘 
 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナーエレクト事務

所より 

・2010 年地区協議会開催のご案内 

日 時：4月 18 日（日）１２：００～ 

会 場：高山短期大学 

登録料：10,000 円 

 

○高山ロータリークラブより 

・例会休会のお知らせ 

４月１５日（木）休会 定款により 

４月２９日（木）休会 法定休日 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当  高木 純 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

830 回
49 名 46 名 39 名 － 84.78%

前々回

828 回
49 名 45 名 33 名 6 名 86.67%

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 
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Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 
2009～2010 年度 高山中央 RC 会長テーマ 「 聞・思・修 」 

＜出席報告＞ 
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＜本日のプログラム＞ 

会員開発委員会   平林 委員長 
 

会員スピーチ 

永井 信次 会員 
 

こんにちは、今日は溝際清嗣さんの通夜の日です。ここに

立つのも、何かの因縁かと思います。私は今、ひとつ違い

なのに大先輩、そして従兄弟の溝際清嗣さんとの思い出を

振り返り、改めて清嗣さんの存在感の大きさであったり、

子供のころからすでにリーダーシップがあったことを、し

みじみとかみしめています。子供のころは、清嗣ちゃんの

掛け声で、城山へ遊びに行ったり、プラモデルを作ったり

釣りに出かけたりしたものです。 

大人になってからは、商売の良きパートナーとしてお付き

合いさせていただき、話しだすとアッという間に２～３時

間経ってしまいお腹がすいて、弁当を出前してもらうこと

も、よくありました。（私は聞き役）私が、この中央ロー

タリーにいるのも、清嗣さんの「一緒にやるよ。」の一声

があったからだと思います。このクラブ発足前から常に先

頭に立ち、あるいは頼りになる裏方として、引っ張ってさ

えくれた清嗣さんのご冥福を、心よりお祈りしたいと存じ

ます。 

このクラブに入り、認証状伝達式（チャーターナイト）を

迎えるまでのプロセスも、想い出深いものがありますが、

私が一番忘れられないのは（ご存じの方もあろうかと存じ

ますが、）何をいっても、私が 13 代の会長になることとな

る 2001 年 10 月に開催された指名委員会です。本来なら、

その年の副会長が、指名委員会で次年度の会長エレクトと

なり、翌年に会長というパターンで、決まっていましたが、

その年の指名委員会に限って、候補者数名（中田・久々野

両副会長・橋本直前幹事の 3名様）が、もっともらしい口

実で逃げられてしまい、その年の幹事であった私に、矢が

あたってしまいました。（松之木氏を幹事に迎えることを

条件）ただ、今になって思えば、よき思い出であり、会長

を経験させてもらえてよかったと思います。 

その年は、何かと行事の多い年で、一つにはＩ・Ｍのホス

トクラブとして田口ガバナー補佐と三枝実行委員長のも

と、メイン会場を世界生活文化センターそして、昼食会と

ふれあい交流会はまつりの森と茶の湯の森を会場として、

開催し、約 190 名の参加者を得て、大成功で終了できまし

た。又、26 年ぶりに日本で開催されたＲＩ世界大会（大

阪・大阪ドーム）に 25 名（中央 RC）が参加し、2 次会会

場のベティーのマヨネースでは他の RC メンバーと出会い、

新宮氏がソングリーダーを買って出て、ロータリーソング

の大合唱で大いに盛り上がりました。 

それに関連してロータリーメンバーから、当クラブへの訪

問依頼を受け、7カ国 22 クラブ 40 名の外国人ロータリア

ンを迎えての新緑交流例会にあわせて開催しました。（高

山クラブ、高山西クラブ幹事参加）（総勢 80 名の交流会）

当日は何をどうするのか色々迷いましたが皆で知恵をし

ぼり純高山式というか座つき、めでたはもちろん、獅子舞

や飛騨やんさ、国歌斉唱して最後に中しめ、手に手をつな

いで……と、手作りのパーティーで、心から喜んでいただ

けました。（高山 RC、高山西 RC のお客様から「さすが中

央ロータリーはやることがすごい。」とほめていただきま

した。）本当に忘れられない 1 年でした。只一つ、残念な

のは、私の会長指針として挙げた「原点に戻ろう。」だっ

たのですが、会員数について、6名の方が退会され、皮肉

にも平成 3 年の設立時の会員数に戻ってしまいましたの

が、残念でなりません。ともあれ、会長を経験させていた

だき、出席の大切さも、同時に実感しそれまでは休むこと

にあまり抵抗を感じていませんでしたが、会長経験以降、

ようやく皆出席継続中であります。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

松之木 映一 会員 
 

本日のスピーカーの 3 人は高山中央 RC の立ち上げの時か

らの会員です。 

私は剣田さんと溝際さんに新しいロータリークラブを立

ち上げるには 30 人以上の会員が必要だから何とか頼むと

いわれしぶしぶ入会した会員です。 

そのしぶしぶ入会した会員が、20 年目を向かえようとし

ています。しかももう少しで 19 年皆出席できそうな自分

にまず健康（少しは病気がち）、家族、高山中央ロータリ

ーの仲間に感謝しつつも自分自身よくできたと思ってい

ます。これも先輩のロータリーは「出席することが義務」

であるという言葉を忠実に守ってきた事だと思います。最

初のうちは私は人数合わせの会員だから適当に遊んで自

分の好き勝手に行動していました。そのうち委員長になっ

て、ロータリーについて本を読んだり、勉強するとロータ

リーの奥の深さが少しわかりかけましたが、これ以上に深

入りするとロータリーをやめなければならないと思い、ほ

どほどに努めたおかげで、現在に至っています。高山中央

RC17 代目の会長になった時には、(社)高山商工会議所の

同期入会の永家将嗣君に幹事になってもらい皆様に支え

られてもらいながら無事会長職を終えたことに感謝して
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います。 

その後で永家君と私で「これからの高山中央ロータリーク

ラブを考える会」これをぜひ例会に取り入れてもらい本音

を語る会としてよりよい活動ができればと思っています。 

本日は私の推薦人である溝際清嗣さんの通夜にあたりま

す。溝際清嗣さんが会員スピーチで話されたことを少し紹

介したいと思います。 

「ロータリークラブは体を使って奉仕活動をすることが

目的ではなく、職業を通して社会に奉仕する人の集まりで

あるとするロータリークラブの根本的な考え方は職業を

通して社会に奉仕することに自負をもって一生懸命努力

していこうとする私の考えと正に一致すると考えます。ロ

ータリークラブに選ばれて所属する意義を自分自身に対

するいい意味でのプレッシャーにしていきたいと思いま

す。わがクラブも活々と自分の企業を通して挑戦し続ける

ロータリアンの集まりとして、年月を重ねて本当の意味で

活気あるロータリークラブであってほしいと思います。」 

ご冥福をお祈りします。 

 

三枝 祥一 会員 
 

平成 3年 5月に創立した高山中央 RC も、来年度 20 周年を

迎えることになりました。チャーターメンバーとして名を

連ねておりますが、振り返ってみますと、はたしてロータ

リアンとして何かしてきたのか、これでよかったのかと自

責の念に駆られますが、ただひとつ誇れることは、創立以

来 100％出席を続けられたということです。最初の頃は、

メイクアップも前後 1週間であり、1回例会を休むと補正

をするのに、大変苦労しました。今年、還暦を迎えること

になりましたが、先日の節分例会では、祝っていただきあ

りがとうございました。 

その折の余興で、恵比寿様のような？扮装をさせていただ

きましたが、昔から高山では、「国分寺」とか「洲さき」

の節分祭に七福神の格好で市中を巡行していたというこ

とですが、どんな関係があるのかと少し調べてみました。 

そもそも、七福神とは、恵比寿・大黒天・弁財天・毘沙門

天・布袋尊・福禄寿・寿老人の 7 神です。由来としては、

インドのヒンドゥー教（大黒、毘沙門、弁財沖国の仏教（布

袋）道教から（福禄寿、寿老人）そして日本の土着信仰の 

（恵比寿）からなり、室町時代の末期より信仰され、日本

でしかありえない神仏習合の信仰です。 

恵比寿神は、「いなばの白うさぎ」で有名な大国主命の子

どもで 7神の中では唯一日本人といわれています。 

大黒天は、インドのヒンドゥー教のシヴァと仏教の大黒天

の習合です。一般には大国主命といわれていますが、実際

は違うようです。弁才天は、七福神のなかで唯一女の神様

で、インドの水の神様です。美や音楽、芸事、学問の神様

として信仰されています。 

昆沙門天は、インドのヒンドゥー教では、財宝福徳の神と

して崇められ、七福神のなかで唯一甲宵をつけいかめしい

顔をしています。 

布袋尊は、実在の中国のお坊さんで、お布施を集めながら、

大きな袋を担いで笑顔で楽天的な生き方をしながら、神業

のような行為を見せたので、福徳円満の神として信仰され

ています。 

福禄寿は、中国の道教で理想とされる、福、禄、寿に由来

するといわれています。 

最後に、寿老人は、南半球の星座でカノープスと呼ばれる

星座があります。めったに見られないことから、中国では

南極老人星と呼び、寿命を支配する星として信仰されてい

ました。寿老人はこの星の化身といわれています。 

このように、おめでたい神様の集まりであり、信仰が広ま

ったと思われます。全国的には、お正月の風物詩で、全国

におおよそ 400 箇所の七福神神社があり、七福神巡りとし

て信仰されています。変わったところでは、千葉県上総に

ある、上総七福神めぐりです。弁財天はもちろん裸ですが、

他の神様もすっぽんぽんで露出しており、ぜひ一度めぐっ

てみてはいかがでしょうか。 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

会長職も 後わずかとなりました。トップギアにチェンジ

しました。もう少しの協力と我慢の程をお願いします。来

年度の委員長予定者さん張り切って準備に入って下さい。 

橋本 修 

 

次年度の委員会構成表を配布させていただきました。皆様

のご協力を心よりお願い申し上げます。 

清水 幸平 

 

島家に 10 年間いたフレンチブルドックのクウーたんが亡

くなりました。長い間の幸せに感謝致します。高原武夫さ

ん足立さん花をありがとう。       島  良明 

 

島家より牛丸家へ嫁に行った娘の悠子が、子供二人を育て

ながらＪＡ看護学校に通い、無事卒業できました。多くの

皆さんに助けられお世話になり、ありがとうございました。 

島  良明 

 

妻の誕生日にお花をありがとうございました。 

中田 学 

 

本日 早退させていただきます。 

永田 富次 

 


