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●会 長 山下
明
●幹 事 寺田 昌平
●会報委員長 堀川 和士

＜会長の時間＞「文化の日、明治天皇、特異日について」

ロータリー財団委員長

阪下 六代

③天皇は側室の子であり、即位した頃は、女性に囲まれての生活

・２日後が 11 月３日で文化の

のため白粉を塗り、口紅を塗り、歩き方も女性ぽかったと。10

日の祝日です。実は私の誕生

年位すると彫刻の立像かと思えるほどの、
その当時の日本人と

日でありまして、文化の日に

しては身が高く（約 170cm）不動姿勢を保ってみえたとのこと。

ちなんだ話をします。

④天皇への教育は漢文や日本史の書物などで、
西洋的な書物を学

・日本国憲法は昭和 23 年 11

ぶ機会はなく、中心は儒教教育であったと。もうひとつは和歌

月３日に公布されたので本当

を詠むことに精通することで、
明治天皇が生涯で詠んだ和歌は

は憲法記念日となるはずだっ

10 万首に及んでいるとのこと。人心の掌握のキーワードのよ

たのが、GHQ の反対で、半年後施行の５月３日が憲法記念日とな
り、11 月３日は日本国憲法が平和と文化を基調としているので、

うなものだったと推察されています。
⑤天皇は自分を抑え、生活をかなり厳しく律してみえた。写真は

とりあえず文化の日としておこうとのことで決まったとか。GHQ

極端に嫌いで、公式では生涯 20 才前後の２枚のみ。御真影も

の反対理由は昭和 22 年までは明治節として明治天皇の誕生日と

肖像画を基にした写真であり
（西郷隆盛も写真が大嫌いで１枚

して休日になっていたことに対する反発とのことです。本当は、

も残っていない）
、銅像もなく、お札、切手、金貨、銀貨にも

文化の日としての祝日でなく明治天皇の誕生日であり、
明治天皇

登場せず、自分を見せようとはしなかった。

を敬うようにとのことなのでしょうが、
戦後教育のなかでタブー

⑥お酒は大好きというか、大酒飲みでコップ酒だった。

のような状況なのです。

⑦大久保利通、伊藤博文など卓越した側近を束ね、列強の国々の

・明治天皇が亡くなられて今年で 101 年目であります。私達は明

属国になる状況であった激動の明治維新の求心力というか、
芯

治天皇についてほとんどといっていいくらい何も知りません。
幕

のような存在だったとドナルド・キーンは述べています。

末から明治維新というある意味での革命の中心人物なのに何も

また、11 月３日は「晴れの特異日」として有名であり、ほぼ

教えられませんでした。現在でも中学歴史教科書の 60％に明治

30 年間ほとんど晴れの日であり、偶然と思われないほど高い確

天皇という名前すら出てこないという状況なのです。

率で晴れることも何か不思議な気持ちにさせられます。

・昨年、日本国籍を取られたドナルド・キーンが、日本史上最大
の変革時期であった明治の歴史に関する書物のなかで、
明治天皇

＜幹事報告＞

が全く登場しないというこの異常な空白について、10 年以上調

◎高山市海外戦略室より

査をされ、そして上梓された「明治天皇」の本を読みますと、幕

・中国の文化紹介・

末から明治にかけて日本を支え活躍した岩倉具視、木戸孝允、大
久保利通、西郷隆盛、伊藤博文などを束ねたというか、調停的機

交流イベントの開催について
（ご案内）

能を発揮した力量は単なる象徴ではないと。
世界一の名君であろ

日時・場所

うと何故評価されないのだろうかと述べられていました。
①数え 16 才で即位し、その年結婚をして、数え 61 才で糖尿病と
腎不全で亡くなった。
②皇后は３つ年上であったが、
皇后との間には子供ができなかっ

11 月 17 日(日)

13：30～16：10

飛騨・世界生活文化センター
＜受贈誌＞
社団法人高山市文化協会(広報高山の文化) 、(財)比国育英
会バギオ基金(バギオだより)、高山ＲＣ(会報)

たということで側室が必要となり、５人の側室（そのうち３人
は 20 才前で亡くなる）
、15 人の子供、ほとんどが死産か２～

＜出席報告＞

３才で亡くなり成人したのは５人にすぎず、
そのうち男の子は
１人で、後の大正天皇だけ。江戸時代の大奥ということでな
く、
男性系天皇維持のため男子出生のための過酷な修行のような
もので大奥のようなものではなかったとのこと。

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

38 名

3名

41 名

50 名

82.00％

本日

37 名

－

37 名

50 名

74.00％

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

例会報告
＜本日のプログラム＞

お祝い

交換学生あいさつ
エリザベス・
クレア・コックス
みなさんこんにちは。わた
しは今 10 ヶ月間日本に住
んでいます。今は内田さん
と一緒に住んでいます。
先月の 12 日から 14 日は、私のおばあさんとおじいさんと２
ばん目のおねえさんが高山に来ました。かれらといっしょにか
んこうしました。久しぶりに会ってとてもよかったです。
16 日から 18 日は学校の文化さいでした。私のクラスはキャリ
ーパミュパミュのテーマでワンピースとかいろいろキャリーぽ
い物を作りました。ほかのクラスもいめんなおもしろい物を作
りました。とても楽しかったです。

◎会員誕生日
葛谷 一嘉

１１． ７

垂井 政機

山下

１１． ３

小田 博司

明

１１．１０
１１． ５

そして 19 日はみえ県へ地区大会に行きました。スピーチがよ
く分かりませんでした。でもりゅう学生のみんなといっしょに
楽しみました。大会の後は下屋さんといっしょにちょっと名古

（以下当日欠席） 菱川 正臣 １１．１、
田中 晶洋 １１．６、山蔵 真輔 １１．２３

屋の町を見に行きました。あの時私ははじめて名古屋の町を見
ることができました。だからとてもおもしろかったです。

◎夫人誕生日（当日ご自宅に花束をお届け）
小森

丈一

映子

さん

１１．１７

今はふつうに学校に行きます。もうすぎ私のりゅう学はおわ

折茂

謙一

佑子

さん

１１． ３

ります。だから今はたくさんいい思い出を作りたいです。これ

岡田

贊三

芳子

さん

１１． ６

からもがんばります。ありがとうございました。

田近

毅

薫

さん

１１． １

伊藤

松寿

早苗

さん

１１．２０

阪下

六代

惠子

さん

１１．１４

鴻野

幸泰

尚美

さん

１１．２８

中島

弘人

吏加

さん

１１．１３

委員長の古橋さんが欠席の

垣内

久男

マウリン さん

１１．１５

ため、平委員の私が代理を仰

◎結婚記念日（当日ご自宅にお菓子をお届け）

会員増強・職業分類・選考委員会
委員長代理

垣内 秀文

せ付かりました。本日は会員

葛谷 一嘉

Ｓ３１．１１． ５

増強としての新会員スピーチ

平

義孝

Ｓ３５．１１． ３

を計画し、先日高山支店への

小森 丈一

Ｓ３９．１１．１１

異動に伴い前任の河尻支店長に代わり入会された、大垣共立銀

田中

Ｓ４５．１１．１８

行高山支店長 中島 弘人さんにお話しいただきます。

武

田中 正躬

Ｓ４５．１１．２９

寺田 昌平

Ｓ４８．１１．１４

洞口 良一

Ｓ４９．１１．１０

米澤 久二

Ｓ５７．１１．２０

垣内 秀文

Ｓ６０．１１． ４

垣内 久男

１１． ３

下屋勝比古

Ｈ ３．１１． ４

西村 直樹

Ｈ１１．１１．２７

向井 公規

Ｈ１７．１１． ６

◎出席表彰
田中 武
１０年
中島 弘人

◎在籍周年記念表彰

ただ今、ご紹介をいただきました大垣共立銀行高山支店の中

ナシ
◎３ヶ月表彰

島です。先日、簡単なご挨拶をさせて頂きましたが、今回、改

・新井 典仁 ・伊藤 松寿

めて 20 分も頂き、私の平凡な自己紹介に付き合っていただくこ

・井辺 一章

・小森 丈一

・下屋 勝比古 ・田中

・田中 正躬 ・鍋島 勝雄 ・脇本

敏雄

武

とを大変恐縮しております。先日と繰り返しになる部分もあり
ますが、これまで私が歩んできた道をお話ししたいと思います。

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

例会報告
私は、昭和 35 年 9 月 8 日に現在の岐阜県瑞穂市で生まれまし

した。その後、本部でこうした業務を担う支店部情報センター

た。生まれた当時は早産の未熟児だったそうで、その当時こう

で、営業店サポートを経て、美濃加茂支店で、新規専担の支店

したケースは保育器に入り、未熟児網膜症を発症していたので

長代理として、高山支店初代支店長の谷口支店長にお仕えしま

すが、保育器が故障しており、障害を持つことなくラッキーな

した。

スタートとなりました。父は三重県松阪市、母は岐阜県中津川

そして、平成 9 年に岐阜支店の得意先次長で 36 歳、決して偉

市の出身で、なれ初め等は天国の二人に了解を取っておりませ

い訳でもありませんが前任者よりも若く赴任をし、岐阜ブロッ

んので、割愛しますが。父は、岐阜県庁に勤務しており、幼少

クの母店で、数字の銀行のメインが多い中、当時、役員支店長

期に岐阜市長森の公務員官舎で、中学まで過ごしました。

にはよく怒られましたが、本当に勉強になりました。

先日、お話しした通り、ハンドボール部に入部、2 年先輩の時

平成 12 年に営業店を統括し、その推進企画を担う支店部営推

代には全国大会で準優勝し、そこそこ強豪で、私たちの時代も、

企画課の課長に赴任しました。この 1 年前に高山支店がオープ

私が素晴らしかったと言いたいところですが、後に大同特殊鋼

ンし、開店企画もになっており、12 年には、ご存知の通り郡上

へ進んだ同級生、1 年下には全日本監督を務めた田口君もいたこ

信組の合併があり、高山支店の開店企画を随分参考にしました。

ともあり、県内では無敗、唯一、全国がかかった東海大会決勝

なかなか脱出する機会を逸し、7 年在籍し、平成 19 年に中村支

で逆転負けし、その中学が全国優勝した時に非常に悔しかった

店、平成 21 年には岐阜駅前支店の支店長を拝命しました。中村

ことを覚えています。

支店は、高山支店の 1 年前に開設、土屋頭取が初めて具体的な

高校は岐阜北高校へ進学、ハンドボールを続ける訳ですが、

コンセプトを指示した支店で、高山支店にも今では当たり前の

当時グランド競技でもあり厳しい練習の割には結果が出ず、ま

全自動貸金庫等が引き継がれています。岐阜駅前支店は、昭和 5

た一応進学校で、現在のセンター試験の共通一次が初めてスタ

年開設で、岐阜のアパレルとともに過ごしてきた店舗で既に他

ートする背景もあり、結果、自分的にはそこそこいけていたと

行は問屋町の支店を廃店していますが、当行は唯一残っており、

思っていましたが、マークシートで惨敗してしまいました。当

そうした点からは当行ファンの方も多く、一緒に 10 キロマラソ

時、古典の授業で習った「人間万事塞翁が馬」の言葉を受け、

ンに参加したり、下手な横好きのゴルフに誘っていただいたり

合格した富山大学へ進みました。

とても有意義でした。

富山は当時、岐阜に比べ随分と田舎に感じ、夏はフェーンで

その後、昨年 5 月、新規開拓専門の法人営業部、その後、得

暑く、冬は寒く雪深く初めは落ち武者の様な気持ちになりつつ

意先畑の自分にミスマッチの事務集中部の部長へ今年 1 月に赴

も、住めば都とはよく言ったもので、大学でも続けたハンドボ

任後、この 10 月、わずか 9 か月で辞令を受けることになりまし

ールのお陰もあり多くの方や生涯を通じての友人とも会え、良

た。ＴＶの半沢直樹ではありませんが、課店長には、転居を伴

かったと思っています。ハンドボールは、その後も先輩たちに

う場合でも内示が無く、辞令を戴くまでは、内心、いよいよ出

誘われ、社会人チームに在籍、現在はオーバーフォーティーの

向かと思っていましたが、高山支店を拝命しホットしたところ

シニアチームで、毎年全国大会へ参加しています。50 代後半の

でした。

先輩が元気で、私も何とか付いて行っているといった状況です。

高山支店は、私の敬愛する谷口支店長が初代、中村支店、事

就職は、大学時代に父が他界しており長男として地元に戻る

務集中部に続き 2 代目吉田支店長の店、指定金を拝命したこれ

べく大垣共立銀行に就職しました。何故、大垣共立銀行かは、

からの重責を考えると、非常にプレッシャーですが、ベストを

私の個人的な思いで野球は巨人ではなく中日、高校は岐阜高校

尽くしていきたいと思います。高山西ロータリーの皆様にはこ

ではなく北高、2 番目で 1 番目を負かすことが美しいと思ってい

れから、お世話になる事と思いますが、早く高山の皆様のお役

たことや当時私の周囲の方の数字の銀行の評判がすごぶる悪か

に立てる様、頑張っていきたいと思いますので、宜しくご指導、

ったことにあったと思います。

ご鞭撻をお願いします。

こうして、昭和 58 年 4 月に大垣共立銀行加納支店へ入行しま
した。当時、その年の 10 月に新築移転が控えており、通常、新

そろそろ時間ですので、大変稚拙で、平凡な話をご清聴いた
だきありがとうございました。

入行員は、預金、融資等の内勤を 2 年程度やるのですが、私は
いきなりジャージ姿で、書庫、資料の整理搬送、そして何もわ
からない状態でチラシ、ティッシュを配りつつ成果を取ってく
る店周活動をしており、同期とずいぶん違う経験をしていまし
た。
そのおかげもあり、営業、接客は苦にすることなく、その後、
穂積支店、菊井町支店、羽島支店と得意先一筋でやってきまし
た。当時、海外進出の先駆けのころで同期が海外選抜されてい
た中、私もターニングポイントを迎えるこになりました。現在
のみずほ信託銀行の安田信託銀行へ研修に行くことになりまし
た。得意先一筋の私にとって、今では当たり前になっているコ
ンサルティング業務を目の当たりにすることになり、自社株評
価、不動産有効活用、信託を活用した業務等大変勉強になりま

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

例会報告
＜ニコニコボックス＞

●田中 武さん、門前 庄次郎さん

●山下 明さん

本日、次年度の理事役員候補者の名簿を貼り出させて頂きまし

・本日、次年度の理事役員候補者が発表されます。次年度、田

た。宜しくお願いします。また印刷は平さんにお世話になり有

中会長、門前幹事さんの初仕事です。ご苦労さまです。
・中島弘人大垣共立銀行支店長さんの新会員スピーチです。よ

難うございました。少しずつ次年度の準備が進んでいくのかな
と神妙な面持ちでおります。

ろしくお願いします。数日前に決まったそうで申し訳ありま
せん。
●寺田 昌平さん
・新会員 大垣共立銀行高山支店長 中島 弘さんのスピーチ楽し
みにしています。
・ベスのご両親今月 21 日に来高されるそうです。久しぶりに両
親に会える日が楽しみですね！
●内田 幸洋さん
ただいまベスは当家です。昨夜、妻の誕生日だったのでグリー
ンホテルのサミットで３人で食事会をしました。ベスはよくし
ゃべってくれました。
●野戸 守さん
２週例会を休み失礼しました。また地区年次大会には当社のバ
スをご利用いいただきロータリーの友情に感謝します。
●垣内 秀文さん
久しぶりに来ました。年次大会のドタキャンを挟んで２週連続
の例会欠席大変失礼しました。さすがに本日の金曜日を迎える
のが恐怖で登校拒否明けの小中学生の気分を味わっておりまし
たが、いつもと変わりなく皆様にあたたかくお声を掛けていた
だき安心しました。本日より改心いたします。宜しくお願い致
します。
●折茂 謙一さん
出光興産創業者のことを書いた｢海賊と呼ばれた男｣を読みまし
た。スケールの大きな経営者の事が書かれておりとても面白か
ったです。
●脇本 敏雄さん
継続しようか止めようか迷っていたゴルフですが、先般さるコ
ンペに 3 ヶ月振りに参加しました所、以外にも 42・43 合計 85
で廻り優勝までしてしまいました。これはもう少しゴルフを続
けよ、という意味に捉え、これからも機会あれば参加したいと
思います。
●小森 丈一さん
今月も俳壇に取り上げられましたので。選者は長谷川櫂さんで
す。
●塚本 直人さん
本日お蔭さまで保険タイム(株)新店舗をオープンさせていただ
くことになりました。平成 12 年より業務を開始いたしまして、
ようやく皆様に気軽にご来店いただけるスペースが出来まし
た。ひだしん西高校支店のとなりでございます。近くにいらっ
しゃる機会がございましたら、お茶でも飲んで行って頂きたい
と思います。心よりお待ちしています。例会を欠席しますがよ
ろしくお願い申し上げます。ありがとうございました
●田近 毅さん
妻 花柳美鈴が 11 月 3 日(日)正午から飛騨センターで日本舞踊
花柳流｢美鈴の会｣を開催いたします。寺田幹事の奥様も出演さ
れます。是非お出かけ下さい。

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

