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＜会長の時間＞

「春、まだ遠く」

蜘手 康介

気持ちを新たにして毎日交渉に通いました｡１２月の末に大雪が

平成７年１０月中旬、老人保健施設の

降り相当積もりました。１２月３１日に訪れたとき上野平に代替え

建設を計画しました。その年の１２月２

地を用意してくれれば考えても良い、という返事をもらうことがで

０日が締め切りですから早急に土地の

きました。早速不動産屋さんに相談したところ、雪が解ける４月ま

確保をしなくてはいけません。老人保健

では無理だということでした。年が明けてからまた毎日通いました

施設建設用の土地を賃してもらう交渉のために、酒２升を持って地

が、締切前日の１月１９日になっても貨すという返事がもらえませ

主さんを訪ねました。土地を賃すという返事はもらえませんでした

んでした。何とも諦めることができなかったのですが、最後の挨拶

が、お酒は拒否されませんでした。この地方の慣習として、酒を受

をして握手をしました。今思うとこの時運命を決める微妙な変化が

け取ってもらえれば交渉の余地があるということだったので、帰宅

私の心に閃いたようです。
「あなたの土地は庭の部分になりますが、

後幸先が良いと喜んでいたのですが、すぐに地主さんがこの酒は受

庭の代わりにあなたの作る田圃を見せてもらいます。施設のみなさ

け取れませんと言って玄関に置いて行かれました。お酒を受け取っ

んも緑が見えて喜ぶと思います。もし将来あなたが田圃を作れなく

てもらえなければ交渉の余地がありません。もう午後９時ころだっ

なったとき借りてほしいといわれたら、ほかの人の半分の地代でし

たのですが、再度そのお酒を持って地主さんを訪ねて、これはあな

か借りません。我々はどちらでも構いません。どちらを選ぶかはあ

たにあげたものなので受け取れないといっておいてきました。翌日

なたが決めてください。いずれにしても明日１２時半に電話してく

の朝、そのお酒が我が家の玄関に置いてなかったので、１００パー

ださいませんか｡」と言って別れました。翌日３人の設計士と電話

セント拒否されたわけではないと判断して、その地主さんとの交渉

を持っていましたが１２時半になっても電話はありませんでした。

を始めました。

この少し先に微妙な勝負の勘所があったようです。

何度か面談して地主全員が賛成するなら貸しても良いという返
事をもらいました。もう一人はこの方の弟ですから問題ありません

＜幹事報告＞

でした。残りの２人の内一人は自分で事業をされており、私の資金

◎日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会
実行委員長より

的なことや経営能力、後継者の事を含めていろいろのことについて
質問され、なかなか貸してもらえるのかどうかわかりませんでした。
何度も面談して１２月２０日が近付いた頃、やっとのことで残りの
地主が全員承諾すれば賃しても良いというところまでこぎつける
ことができました。最後の一人の方は、米を作るのが生き甲斐だか
ら貸す気も売る気もない、の一点張りです。このころ私は高山西ロ
ータリーの島章三さんの往診に伺っていました。卓三さんの奥様が

・第 23 回日本ロータリー
親睦ゴルフ北海道大会のご案内
日

時

6 月 17 日(月) 午前８時００分スタート

会

場

恵庭カントリー倶楽部

参加資格
競技方法

18 ﾎｰﾙｽﾞｽﾄﾛｰｸﾌﾟﾚｲ(新ペリア方式）

登録費

15,000 円（賞品代、懇親会費、事務経費他）

プレー費

11,000 円 程度 ※高齢者割引あり

参加申込

５月１０日(金)まで

「うちの人は、従業員が『やはりだめでした』というと『何回通っ
たんだ、何十篇でも通うんだ』と怒っていましたよ｡」というお話
を聞いて、素人の自分はそれ以上通わないとだめだと思いなおしま
した。地主さんから何度来ても無駄だ、と言われたのですが、土地
の話はやめて農作物の話を聞きに通いました。締切日の１２月２０
日、最後のお願いに行ったのですが断られました。残念でしたが、

北海道恵庭市

全国のロータリアン及び配偶者ならびにゲスト

※夫婦ペアでご参加の場合 27,000 円

◎飛騨高山国際協会より
・平成２５年度飛騨高山国際協会通常総会 資料
◎国立青少年教育振興機構国立乗鞍青少年交流の家より

これでやっと無理な計画から解放されるのである面ではほっとし

・平成24年度文部科学省委託事業 ｱｾｱﾝ加盟国中学校招聘交流事業報告書

ました。ところが県のほうから締切日を翌年の１月２０日まで延期

＜受贈誌＞

するという通達がありました。

高山ＲＣ（会報）

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

例会報告
＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

41 名

０名

41 名

52 名

78.85%

本日

36 名

－

36 名

52 名

69.23％

＜本日のプログラム＞ 国際奉仕委員会
委員長
鴻野 幸泰
本日は共立総合研究所副社長、名古
屋オフィス代表の江口忍様をお招き
しました。早速ですがプロフィールを
ご紹介します。
1965 年名古屋市生まれ。1987 年名
古屋大学法学部卒。日本長期信用銀行
入行｡主に証券業務に携わり、1992～1995 年にはロンドンの証券
現地法人で勤務。1997 年共立総合研究所入社。名古屋人として
の皮膚感覚とデータに基づくユニークな名古屋経済の分析で有
名です。研究テーマは名古屋圏の経済･文化･地域構造等の分析。
中日新聞夕刊コラム｢景気球｣(2002 年 2 月～現在)、毎日新聞(中
部版)朝刊コラム｢クリック Opinion｣(2008 年 11 月～現在)、読
売新聞(中部版)朝刊コラム｢風向計｣(2006 年 6 月～2009 年 5 月)
などでも皆さんご存知かと思います。本日は｢今年度の政治経済
の展望｣と題してご講話いただきます。

今年度の政治経済の展望 ～ここに注目、2013 年度の日本と東海～
共立総合研究所 副社長 名古屋オフィス代表 江口 忍様

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

例会報告
●寺田 昌平さん
①共立総合研究所 副社長 江口忍様のご来訪を歓迎します。
②4 月 14 日 15 日の祭り、2 日間とも天候に恵まれ準加役をなん
とか済みました。宮本はまだ先ですが心配です。
●田中 武さん
①共立総合研究所 江口忍様のご来訪を歓迎致します。
②今日は早退させて頂きますので宜しくお願いいたします。
●垂井 政機さん
4 月 17 日、高山共立会総会の赤福社長 濱田典保講師による｢お
かげ横丁 その集客力の秘訣｣は、とても素晴らしかったです。
勉強になりました。河尻支店長ありがとうございました。

＜ニコニコボックス＞
●折茂 謙一さん

一期一会

本日は共立総合研究所副社長名古屋オフィス代表 江口 忍様ご

「２年連続ついてない」

大豆村 梅次

平成 24 年 1 月、名古屋の病院へ入院し寒い月に手術したの

講演よろしくお願いいたします。

で体を動かす事が出来ず、体調があまり良くなかった。今思え

●米澤 久二さん

ば暖かい月なら良かったと思う。人間は体を動かさずにいると

共立総合研究所 副社長 名古屋オフィス代表 江口 忍様、本

体全体年をとり元に戻るのに年月がかかります。ダメかもと思

日はご講演よろしくお願いいたします。広い視野に立った日本

う日ばかりでした。今年の 1 月で 1 年になり、体も動かすので

経済の話を楽しみにしております。
●田近 毅さん、鴻野 幸泰さん
共立総合研究所 副社長 江口様のご来訪を歓迎申し上げます。
卓話楽しみにしています。本日のプログラムに尽力いただいた
河尻会員に感謝して。

少しずつ良くなっていると思います。
平成 25 年 1 月、父が亡くなりその前後自分の体の検査をし
なくては、とすごく焦った日が続きました。父も 96 歳で老衰
で亡くなり天国で元気でいると思う。自分も検査の結果良いと
言われ、気分的に楽になりました。父の 35 日も済ませました。
高山西ロータリークラブの皆さんに良くして頂きありがた

●田近 毅さん

く思います。次回投稿する時は、楽しい紹介が出来るようにし

光記念館 主任 吉井様のご来訪を歓迎致します。明日より海外

たいと思います。

出張とお忙しい中をお出で頂きました事に感謝申し上げます。
被災文化財の保存と除染の取り組みについて、お話楽しみにし
ています。

一期一会

●河尻 浩次さん

山藏 真輔

平成２４年５月に高山西ロータリークラブのお仲間に入れ

①共立総研 名古屋オフィス代表 江口 忍様、本日の講演よろ

ていただきはやいものであと少しで１年になろうとしており
ます。最初は、どういった活動をするのか？私みたいな未熟な

しくお願いします。
②4/22(月)～25(木)の 4 日間、日経新聞の朝刊｢経営塾｣で大垣
共立銀行の土屋頭取の記事が掲載されますので、是非ご一読
下さい。

者が参加してもよいものなのか？など様々な疑問や不安を抱
えて参加していましたが諸先輩方のお話を聞いているうちに
疑問や不安も 1 回、2 回と例会への参加回数を増す毎にどんど
んと解消されてゆきました。ロータリークラブに入れていただ

●山下 明さん

いてからは仕事や物事の判断で迷ったときは「四つのテスト」

①共立総合研究所 副社長 江口様のご来訪を歓迎いたします。
卓話楽しみにしています。

を思い出し何事においてもそうありたいと思い、それに則した
判断をするように心がけるようになりました。まだまだロータ

②高山祭りでの天満宮雅楽｢ヒチキリ｣を演奏してきました。初
デビューでしたが何とか気合で乗り切りました。

リークラブ活動のことを知らなさすぎるのでひとつひとつ学
んで実践できるようにしたいと思っております。
まだまだ至らぬところが多々ありますが今後とも末永く宜
しくお願いいたします。
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