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●会 長 折茂 謙一
●幹 事 米澤 久二
●会報委員長 脇本 敏雄

＜会長の時間＞

「湖畔雪景色」

蜘手 康介

があれば別だが、この物件は見送るべきだと客観的立場で判断して
くれました。私にとってはまたとないチャンスに思えましたが泣く

昭和５１年８月、３８歳の時、

泣くこのお話はお断りしました。

独立の決心をしたのですが、資金
なし、担保物件なしという条件な

これで独立の可能性は完全に消えてしまいました。担保なし、資

ので思う様に事が運びません。自

金なしなので不可能な状況は変わりませんでした。独立を決心して

分の力だけではどうしようもない

ほぼ１年が経ちましたが、先の見通しは立たず私の中ではほぼ諦め

お手上げ状態が続いていたのです

かけていました。ところがこの時、私には全然見えませんでしたが

が、昭和５２年４月になって家を

すぐ目の前に次のチャンスが待ち構えていました。

貸したいという人がいるという情報が入りました。
アポイントを取り妻とその人の家を訪れました。一階は車一台分

これは直接的に関係のない話ですがＡさんはその後まもなく自
動車事故でお亡くなりになりました。

の駐車場と倉庫がある３階建てでした。狭い階段を上ると２階は広
い窓のある居間と食堂、３階はいくつかに区切られた小さな部屋が
ありなかなか素敵な感じでした。家主のＡさん夫妻は我々とほぼ同
じ年代でした。とても愛想よく気さくな感じで迎えてもらえました。

＜幹事報告＞

自分たちは別のところに移る予定なので、今住んでいる家が空き家

◎ガバナー、地区新世代部門委員長、

になるので誰かに使ってもらえればありがたい、ということです｡

地区インターアクト小委員会委員長より

Ａさんは設計士であり、自分の考えでは建坪が狭いので、一階をレ

・教師部会開催のご案内
日 時

ントゲンなどの検査用にして２階を待合室と診察室にすればいい

５月２６(日)
受付 13:30

と思う、と具体的にアドバイスされます。改築費用は 2,000 万円く

協議会 14:00～16:00

らいあれば何とかなるでしょう、と言われたので、担保がないので
場 所

四日市商工会議所 １Ｆホール

私の親父が保証人になれば、私の取引している銀行が融資してくれ

出席者

次期会長、次期インターアクト委員長、顧問教師

ますよ、とこともなげに言われます。どこの馬の骨ともわからない

＜例会変更＞

融資が受けられないと話すと、そんなことは心配ありません。私と

初対面の我々に対してこのような提案をしてもらってかなりびっ

高山中央 …4 月 15 日(月)は、定款第 6 条第 1 節により休会
4 月 29 日(月)は、法定休日(昭和の日)のため休会

くりしました。その後Ａさんのご両親とお会いし、さらにＡさんの
取引銀行の融資担当者を紹介され、2,000 万の融資の約束ができま

＜受贈誌＞
(株)オクトン(2013 カタログ)

した｡
Ａさんに誘われて何回か名古屋まで飲みに出かけました｡Ａさん
の車は確かアウデイだったと思いますが、４１号線を 80 から 100
キロで飛ばします。前に車がいると必ず追い越します。名古屋で泊
まるときは往復ともＡさんの運転なので、冷や冷や緊張の連続です。
日帰りの時は運転手がいますが、行きはＡさんが運転するのでかな
り恐ろしい思いをしました。Ａさんが病院に訪ねてきたり私が訪問
したりして、話は少しずつ具体的になりました｡Ａさん宅を何回か
訪ねているうちに、階段の狭さとレントゲン室を一階にすることが

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

前々回

32 名

本日

35 名

出席者数

会員数

出席率

0名

32 名

51 名

62.75%

－

35 名

52 名

67.31％

何となく気になりました。またまた名古屋で開業している同級生を
呼んで相談しました。眼科、耳鼻科なら何とかなるだろうが内科、
外科では無理だろう。何としてでも今開業しなくてはいけない事情

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を
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交換留学生
エリザベス・
クレア・コックス
みなさん、こん
にちは。今わた
しは六しゅうか
ん日本にすん
でいます。まい
にちはとてもた
のしいです。今
は日本語をすこしだけわかります。学校でよくかん字をれんし
ゅうします。でもかん字はむずかしいです。
先月の十六日、わたしとりゅう学生のみんなは白川ごうと高
すの雪まつりに行きました。とてもたのしかった。白川ごうは

「 My Journey to Takayama 」

ちょうきれいですね。がっしょうづくりに入りました。そのが

元ロータリー奨学生 英語教師

っしょうづくりの中はむかしのゆめみたいなうち。とてもおも
しろかった。

ニコラス・ブッシュ 氏

I was born in Sydney in 1972. When I was six years old, my
parents decided to return to the United States. We moved to

高すの雪まつりはとてもさむかった。でもそこはとてもすば

Syracuse, a small city in New York State. Syracuse is about

らしかった。その日のおひるごはんはパーベキューでした。や

three hours away from Niagara Falls and about five hours

きそばとステーキとぶたにくをたくさんたぺました。とてもお

away from New York City.

いしかった。

In 1989, I was a Rotary exchange student in Iceland. Iceland

二月十九日はとうきょうに行きました。火よう日はあきはば

is a very small country with only 300,000 people. It is famous

らに行きました。そしてメイドキッサに行きました。おもしろ

for its beautiful scenery. At the end of my year in Iceland, the

かった。そのあととうきょうスカイツリーに行きました。とて

Rotary Club organized a three-week tour of Europe. We

も高かった。すばらしかった。次ははらじゅくにい行きました。

traveled to 11 different countries. One of the highlights was

たくさんみせに行きました。そしてあるいてしぶやに行きまし

meeting Pope Johannes Paulus II at the Vatican.

た。とてもすばらしかった。あとでもういっかいあきはばらに

When I returned to the United States, I began my studies at

行きました。水ようびはおてらに行きました。おもしろかった。

Amherst College. Joseph Hardy Neesima attended Amherst

そしてぶじに高山にかえりました。

in the late 1800s. When he returned to Japan, he founded
Doshisha University in Kyoto.
At Amherst, I studied Spanish, French and German. After
graduating, in 1995, I traveled and did volunteer work in South
America. I visited many countries including Chile, Bolivia,
Peru and Argentina. I also spent one year in Paris studying
French.
In 2001, I met my wife, Keiko Kato, at Salamanca University
in Spain.

Salamanca is famous because Christopher

Columbus visited there before traveling to America.
Before moving to Japan, we lived in Boston, where I worked
as an interpreter at several hospitals. I also worked as a
Spanish and French professor at two small colleges.

＜本日のプログラム＞ Ｓ．Ａ．Ａ
内田 幸洋
本日は、私の英語のパーソナ
ルレッスンのコーチであるニコ
ラス・ブッシュ氏をお招きしま

My wife and I have been living in Takayama since 2009.
We teach English to local companies and businesses. If we
can be of service to
you, please let us
know.

した。実は、彼は元ロータリ―
奨学生でもあり、様々な経験を
してきています。本日はそのエ
キサイティングな人生についてお話していただきます。
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＜ニコニコボックス＞
●濃飛グループガバナー補佐 下呂ＲＣ

上野田 隆平 様

本日お世話になります。どうぞよろしくお願いします。
●折茂 謙一さん
・本日のゲスト、ニコラス・ブッシュさん宜しくお願いします。
交換学生のエリザベス、ようこそ。
・本日のビジター、国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガ

３月１０日(日)、第５９回となる高山西ロータリークラブ杯
争奪高山市ソフトミニバレーボール大会が、飛騨高山ビックア
リーナにて開催されました。我クラブからは１チームの出場登
録、練習量の少なさを若返ったチームでカバーし善戦しました。

バナー補佐 上野田 隆平さん、そして高山中央ＲＣ 大保木
正博さん、ようこそ。
●米澤 久二さん
・ニコラス・ブッシュさん、本日はスピーチ楽しみにしていま
す。よろしくお願いします。
・濃飛グループガバナー補佐 上野田さん、高山中央ＲＣ 大保
木さんそしてエリザベスさん、ようこそいらっしゃいました。
●小森 丈一さん
上野田ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたします。
●内田 幸洋さん
ブッシュ先生、本日はお越しいただきありがとうございます。
ベスちゃんのお元気そうな顔を見て安心しました。
●井辺 一章さん
先日、中日新聞に私の顔が収集しているコインと共に写し出さ
れました。ありがとうございました。
●垂井 政機さん
3 月 15 日をもってＪＲ高山線の車内販売が終了いたします。こ
れも時代の流れかと少しさびしい気持ちです。今日はこの件で
朝日新聞社のインタビューを受けました。
●小林 勝一さん
今日は欠席者が多くてニコニコが少ないので、ニコニコ担当と
して。

一期一会

｢私を変えた出逢い｣

河尻 浩次

私が大共に入行して 30 年が経ちました｡最初は学生気分が抜
けず､仕事帰りに同期と逢うと柳ケ瀬へ夜な夜な奇道をする毎
日でした｡
そんな私が仕事に精を出す切っ掛けになった出逢いは､入行
4 年目に訪れました｡可児支店の開設準備委員となり､その時の
支店長との運命の出逢いが､自分の価値観を全く別ものに変え
てくれました｡風貌は一見、何とかの親分さんの様で迫力満点
でしたが､其の実､酒も煙草もやらない､外見とは､正反対の繊
細な方でした｡それまでは､いい加減だった私は､毎日その方の
一挙手一役足に興味津々で仕事が楽しくて仕方ありませんで
したが､残念ながら､49 歳で他界され､その時の無念さは今でも
忘れることはできません｡
その数年後､私はその歳で､可児支店の支店長として赴任し､
特別の御縁を感じました｡今でもその方を目標にしております
が､とても足元にも及びません｡今でも「河尻がんぱれよ!」と
励ましていただいたその声が耳に残っています｡そんな影響を
私もいつか部下にプレゼントできたらと思っています。

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

