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＜点 鐘＞ 会長 山本 辰男 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜四つのテスト＞ 

＜本日のビジター＞  
高山ロータリークラブ  早川 宏治 様 

＜会長の時間＞ 会長 山本 辰男 
 

先日下呂ＲＣの向井龍三さんが卓話においでになり、交換

留学生の受け入れの話をされました。先日、理事会でおは

かりをしまして受け入れて頂ける家庭があるなら引き受

けようという事になりました。大変有意義な事なのでぜひ

ご協力をお願いします。 

アメリカかノルウェーの女子高校生だそうです。理想は 2

～３ヶ月ずつです。奥さんの負担が大きいので即答はでき

いと思いますが宜しくお願いします。 

さて、千回例会が次回に迫ってきました。平塚湘南からも

沢山のメンバーが参加されます。是非たくさんのご出席お

願いいます。また翌日の小旅行、ゴルフもお願いします。 

1000回までの道と題してお話をして来ましたのも、今日

が最後となりました。時間まで話させて頂きますが、話さ

せなかった分はどなたか 2000回例会の時にお話をして頂

ければ幸いです。 

前回は 450回でしたので、500回例会、平成 14年 5月 13

日からです。会長富士井三、幹事永井さんです。珍しい例

会で、職場社員同伴例会で 18名の社員が同伴で参加され

ました。溝際さんが、ロータリーの紹介とご協力をと話さ

れました。 

これから 550回に飛びますと、谷腰会長、島幹事の年度が

なくなってしまいます。517回例会は、3クラブ合同例会

で清掃奉仕活動例会です。清掃センターに集まり、お話を

聞き、朝食を食べた後に清掃活動をする予定でしたが、雨

の為、解散となりました。 

541回新緑例会には、平塚湘南ＲＣが 10人の出席で「信

田」で開催さました。そしてこの年の、6月 5日、メンバ

ーの井之丸淳さんが逝去されました。50歳でした。 

550回例会、平成 15年 7月 14日、会長永井さん、幹事松

ノ木さん、田口ガバナー補佐です。総会とクラブアッセン

ブリーです。 

557回例会は、清掃奉仕活動で民俗村から松倉の遊歩道の

清掃をしました。 

561回例会、ＩＭを飛騨・世界生活文化センターとまつり

の森で開催しています。ソングリーダーは新宮一郎さんで 

す。 

584回例会は、大阪での世界大会に出席をしています。近

江の肉屋事件。帰りの車中事件とありながら、帰ってまい

りまして、次の例会が、たくさんの外人さんを招いての新

緑交流例会でした。ロータリアン 24名、パートナー16名

で、“こてこての”飛騨らしい宴会をした覚えがあります。 

600回例会、平成 16年 10月 4日、会長島さん、幹事三枝

さんの年度です。この日の例会は 3クラブ合同例会で(主

催は中央ＲＣ)竹腰兼寿ガバナー出席の例会でした。この

年の大きな出来事は、「命のメッセージ展 in高山」を開催

しました。そして 625回例会は、新緑家族例会で愛知万博

を見学に行っています。このような過去のよりも、もっと

楽しい為になる会員スピーチが待っています。楽しみです。 

 

＜幹事報告＞ 幹事 中田 專太郎 
 

〇国際ロータリー第 2630地区濃飛グループ次期ガバナー
補佐より 

 ・濃飛グループ次期会長幹事懇談会開催のご案内 
  日 時：5月 25日（日）11：00～ 
  会 場：シティホテル美濃加茂 
  登録料：10,000円 
〇高山西ロータリークラブより 
 ・例会の変更 
  5月 9日(金)休会 定款により 
  5月 16日(金)→18日(日)新緑例会 一之宮 位山 
＜岐阜県視聴覚障害者協会より＞ 
 ・「耳の日フェスティバル」ご支援のお礼状 
＜飛騨高山国際協会より＞ 
 ・中国文化紹介イベントのご案内 
  （皆さんにチラシを配りました） 
＜高山市都市提携委員会より＞ 
 ・平成 26年度高山市都市提携委員会会議開催のご案内 
  日時：4月 30日(水)１３：３０～ 
  会場：高山市役所 3階行政委員会室 
＜飛騨高山国際協会＞ 
 ・平成 26年度飛騨高山国際協会通常総会開催のご案内 
  日時：：4月 30日(水)4：00～15：00 
  会場：高山市役所 4階中会議室 

 
＜本日のプログラム＞ 

出席/プログラム委員会 

   新宮 委員長 
 

 

◆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 今井 俊治 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

999 回 
51 名 50 名 44 名 － 88.00% 

前々回 

997 回 
51 名 50 名 41 名 2 名 86.00% 

＜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」 



第 999 回 H26･4・7 

 

 

＜会員スピーチ＞ 

前越 路子会員 
 

時期的に消費税の話などするといいのかもしれませんが、

みなさまそれぞれご存知と思われることばかりですので

今日は全然違う話をしたいと思います。実は私は歴女です。

時代的には古代が一番好きなのですが、話し出すと止まら

ないので、とりあえず私の苗字の話を聞いてください。う

ちの先祖は、今は九頭竜ダムに沈んでいる越前の国穴馬群

和泉村の出身です。江戸の末期に、石徹白から飛騨に入り

（この道は加賀藩が高山城

を預かっていたとき利用し

たのではないかといわれて

います）神岡鉱山で働いて一

山当てたそうです。銀六千貫

掘り当てたそうで、その時ま

とまったお金を手にし、まず

宮城県の松島に旅行をし、高山に出てきて商人株を買い、

越前屋という屋号で商売を始めました。その初代は文久三

年（新選組ができた年です）に亡くなっています。その後、

明治維新で、苗字を付けることになり、最初は国の名前を

付けることができなかったらしく屋号の「越前」はだめだ

ったので字をあべこべにして読み方もまえこしと変えた

そうです。 

母の実家は、西小学校の隣の不遠寺です。母からいろいろ

なお寺の由来など教えてもらいました。母は母の祖父から

聞いたそうです。その中で印象に残っているのが、丹生川

の町方にある還来寺の由来についてです。こちらのお寺は、

かえりくもと書いて帰雲と言う苗字なのですが、白川村保

木脇にあった内ケ島氏の帰雲城のお抱え医師をやってい

たとのことです。ある日、自分の脈をとったら右と左がだ

いぶ違う、驚いて他の人や飼っている猫や馬まで脈をとっ

たところ全員の脈が左右違っていたそうです。そこで、こ

れは何か天変地異の兆しに違いないと思い城を抜け出し

たところ、地震が襲ってきて城が埋まってしまった、天正

１３年にあった天正の大地震です。間一髪のところで自分

は命が助かったが、たくさんの人々が亡くなってしまった。

その人々の菩提を弔うために寺を作ったのが由来である

というお話です。白川郷には金銀が出る鉱山があったので

帰雲城は埋蔵金伝説があり、白川村ではそのことを調べて

本にした方までおいでになります。 

日本昔話のような話になりましたが、こういう話は大好き

ですのでこんな面白い話があるという方は聞かせていた

だければ嬉しく思います。今日は、歴女の私をお話で来て

楽しかったです。 

堀口 裕之会員 
 

みなさん、こんにちは、本日は

前回に引き続き『地図に残る仕

事 トンネルエピソード』の中

から何かお話ししようと思い

ましたが、少し㈱堀口工務店の宣伝もさせていただきたい

と思いまして『地図に残る仕事 材木、その素晴らしき性

能と性質』をお話ししたいと思います。 

我が社、㈱堀口工務店は 1933年(昭和 8年)に初代社長で

ある堀口吉助が堀口木材店を創業したことを発祥として

おります。以来、私で四代目の社長となりますが、代々伝

わる符丁(材木につける、値段や等級を示すしるし)と共に

材木の知識も連綿と受け継がれてまいりました。 

今日はさまざまな観点から材木を科学したお話しをした

いと思います。東日本大震災の大津波に耐えて生き残り、

被災者を励まし続けた岩手県陸前高田市の奇跡の一本松

についてはみなさんご存知のことと思います。 

材木はこれら永年にわたり風雪に耐えた樹木から切り出

された材料であることから、すばらしい強度特性を備えて

おります。また、たいへん美しい杢目でわれわれの目を楽

しませてくれます。断熱性能で示せば、木５㎝と同じ断熱

性能のコンクリートは 55㎝の厚さが必要であり、レンガ

の 20㎝とくらべても材木の断熱性能がすぐれていること

がわかります。(空気はたった 8㎜ですが・・・) 

みなさん、これらの優れた材木でお住まいを造りましょう。 

その時はぜひ㈱堀口工務店にお声かけください。 

 

＜4 月のお祝い＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

松之木映一   Ｓ２５年 ４月 ７日 

剱田 廣喜   Ｓ２４年 ４月１８日 

大原 誠    Ｓ３０年 ４月１８日 

＜夫人誕生日＞ 

西倉 良介  淳子    ４月 ８日 

＜結婚記念日＞ 

下田 徳彦   Ｈ１１年 ４月 ４日 

清水 幸平   Ｓ５６年 ４月 ５日 

坂家 賢司   Ｓ６０年 ４月 ５日 

岩本 正樹   Ｓ６１年 ４月 ６日 

橋本 修    Ｓ４９年 ４月 ７日 

中田 学    Ｈ ４年 ４月１１日 

冨士井忠男   Ｓ４３年 ４月２０日 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

久しぶりです。春の交通安全週間が始まりました。 
             高山ＲＣ 早川 宏治 様 

 

前回の卓話講師 織田恵里さんにお渡しした謝礼を辞退
されましたのでニコニコに。      織田 恵里 様 
 

高山ＲＣの早川宏治様のご来訪を歓迎致します。エプリル
フールも終わった第一例会。真摯な気持ちで臨みたいと思
います。クラブの事務局には、旅館組合、観光協会が入居
し大所帯となって来ました。       理事役員一同 
 

高山ＲＣの早川宏治様のご来訪を歓迎致します。本日、私
64回目の誕生日です。出かける前に外孫から「おめでと
う」とバースディケーキを貰いました。家族から 64歳に
なりムシ（６４）されない様に頑張りたいです。 
 松之木 映一 

 
 
4/5、1年半ぶりにベストウエスタンホテルでライブを行
い、クラブメンバーが沢山応援に駆け付けて頂きありがと
うございました。感謝を込めてニコニコへ。もう一つ、急
遽、神社委員をやらなければいけない事になり地区協に行
けなくなりました。周さんに代わりに行って頂く事になり
ました。大変でしょうがよろしくお願いします。 

  高木 純 
 

息子から小遣いをもらいましたので記念に一部ニコニコ
へ。                   内田 茂 
 

先週は沢山のお祝い事がありました。1日に新入社員 2名
が入社。3日に次男が保育園に入園。4日に 15回目の結婚
記念日を迎え。6日に長男が小学校に入学。新しい年度が
無事に送れます様に願いを込めてニコニコへ。  

下田 徳彦 


