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●会 長 山下
明
●幹 事 寺田 昌平
●会報委員長 堀川 和士
井上 正

＜会長の時間＞
獅子舞・・伎楽系と風流系と
伊勢神楽系について
・4 月 14 日、15 日と高山祭が
はじまります。高山祭という
と豪華絢爛な屋台を想像しま
すが、私は獅子舞の方が好きでありまして、飛騨の祭りにはいろ
いろな獅子舞が登場します。
ほとんどの獅子舞は胴幕など装束は
緑色ですが、一部（東照宮と新宮神社）は背に真黒な胴幕で、黒
の紋付の着物を着ての獅子舞で、
子供の頃から今でも何かしら奇
妙な獅子舞だなぁと思っていました。
そこで獅子舞のルーツとか
系統などについて話しをします。
◎獅子舞には伎楽系（アクション系？）と風流系（おかま系？）
があるとのことです。
・仏教などと一緒に入ってきた外来系の獅子舞（伎楽系）が高山
を含め西日本を中心に全国的に分布をしています。
獅子の身体の
色は、基本的には緑色です。それは中国では獅子の色は緑と考え
られ、
文殊菩薩が乗っていた獅子の色が緑だったことから由来し
ています。
模様は唐草模様でなくライオンのイメージの渦巻紋で
あります。一般的に獅子舞とはこの系統で、ほぼ二人立ちで口を
パクパク開け、
元気に舞うアクション系です。
悪魔払い、
厄払い、
疫病退治ということで仏教から由来したにもかかわらず、
神社の
祭りに取りいれられたのも奈良時代から明治時代まで続いた神
仏混淆、
本地垂述説の影響というより日本人の融通無碍なる考え
方があるように見えます。
・もうひとつは日本固有の系統で風流系といわれ、主に東日本に
伝わり北陸の一部にもみられ、ライオンというより鹿、猪、熊の
イメージの頭をかぶっての一人立ち獅子舞で、
口をパクパクさせ
ずに風流に踊る日本古来の獅子舞です。
獅子舞というより獅子踊りと表現した方が正確のようです。
悪魔
祓い、厄払いというより先祖供養としての意味が強く、東北地方
では仏間を開けて獅子を待っている地域もあるとのことで、
神社
の祭りなのに仏教的形式が残っています。
・飛騨地域には、この系統のは見られませんが、伎楽系と風流系
をミックスした感じの伊勢神楽系獅子舞があります。
◎東照宮と新宮神社の祭りにみられる伊勢神楽系の獅子舞とは
・獅子舞イコール緑色というイメージでは全くなく、黒の背中の
帯模様そして黒紋付の装束という出で立ちの獅子舞にはビック
リです。
両神社とも黒い紋付の着物に赤い前掛けをつけたおかめ
舞いがありますが、
伎楽系の金蔵獅子のおかめと全く趣を異にし
ています。
・動作はゆっくりで風流系のようでありますが、一人立ちと二人
立ち獅子舞があって風流系と伎楽系の両要素も持っていて、
さら
に新宮神社の伊勢神楽獅子舞においては、
仏壇を開けて仏間で舞
いを披露されるという不思議な獅子舞なのです。

◎この 2 つの神社に伊勢神楽系の獅子舞が伝えられた理由は
・東照宮には松泰寺という別当寺があり、この寺の代表の僧侶は
別当と呼ばれ郡代から任命された官職でもありました。
別当が東
照宮の宮司より格上であり、
神社の運営は別当にまかされていた
ようです。
記録によると修験者の出入りが盛んだということから、
別当は修験者だったろうと考えられ、
厄払いなどの祈祷化された
行法ということで、伊勢神楽が伝えられたと推測されます。
・新宮神社には神宮寺という別当寺があり、江戸時代には 2 代城
主金森可重が大乗院法印養慶という修験者を新宮社別当に任命
したと記録があります。
修験道の行法ということで伊勢神楽が伝
えられたのではないかと思われます。
・高山祭を獅子舞から眺め、調べてみるといろんな発見があるも
のです。

＜幹事報告＞
◎濃飛分区ガバナー補佐より
・ガバナー補佐最終訪問について
５月３０日(金)
◎濃飛分区次期ガバナー補佐より
・濃飛分区次期会長・幹事懇談会
開催のご案内
日
時
５月２５日(日) １１：００～
場
所
シティホテル美濃加茂
・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問および濃飛ＧＩＭ開催日、ＡＧ訪問日程のお知らせ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
9 月 18 日(木) ＩＭ 10 月 12 日(日)
ＡＧ補佐訪問
第1回 7月25日(金) 第2回 9月5日(金)
◎高山市文化協会より
・平成 26 年度通常総会の開催について(ご案内)
日時
５月２９日(木) 午後７：００～
場所
高山市民文化会館２－５会議室
議題
平成25年度協会会計事業報告及び収支決算報告について
＜受贈誌＞
高山 RC(会報)、社団法人高山市文化協会(広報高山の文化) 、
(株)生駒時計店(14-15 カタログ)

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

43 名

ナシ

43 名

50 名

86.00％

本日

50 名

－

38 名

50 名

76.00％
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＜本日のプログラム＞ ロータリー情報委員会
委員長
脇本 敏雄
本日のロータリー情報
委員会担当例会では、３名
のパスト会長の皆様に卓
話をお願いしております。
お話いただく前に、お三方
のクラブでの歩みを簡単
にご紹介します。
○ 挾土 貞吉
第 39 代会長（2003～2004）
・ＲＩ表彰
（会長賞）
・地区年次大会（広報優秀賞）
・連続 100％出席
昭和 57 年 3 月入会以来 30 年間
○ 小森 丈一
第 36 代会長（2000～2001）
・第５分区会長代理（ガバナー補佐）
（2002～2003）
・地区の委員・委員長（ロータリー財団学友会） 6 年間
○ 平
義孝
第３８代会長（2002～2003）
・入会以来会報を 20 数年校正出版に協力
・連続 100％出席
昭和 60 年 7 月入会以来 28 年間
では宜しくお願い致します。

挟土 貞吉
脇本委員長さんから 50 周年を迎えるにあたって、ロータリー
について思うことを好きなようになんでもよいから辛口な話を
せよ、と言われているのですが、私は根っからの左官職人で、
このロータリーに入会し今日までただ昼食を休まず食べに来て
いるだけの男です。
私は「職人気質」義理人情だけが取りえ!?の男で、ＪＣは社
会大学であり、ロータリーは人生道場【己を磨き高め、楽しむ
所】と思って今日まで過ごしてきました。それがこの身体にな
り早４年が過ぎました。この間、理事役員から外れていますの
でここで声を大にしてロータリーとは‥･なんて新会員に向か
って話せる立場にありません。それでも話せとのことですので、
私が今感じている事の中から「①ガバナーについて ②出席と
品格について ③ロータリーをおおいに楽しもう」そして我が
西を品格ある良いクラブ「魅力あるクラブにしよう」との思い
で話しをさせていただきます。こんな幼稚な考えの男も我がク
ラブにいるのか、と笑いながら聞き流してください。
話の途中で時切れになると思いますがその続きは会報を読ん
でいただき、また後程、批判や感想を聞かせてください。
これでもまだロータリーに対する気持ちだけは中央ロータリ
ーの連中には負けておりません。この間メーキャップをした際、
親クラブである、と言う変な自覚の元に負け惜しみのニコニコ
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を出し大きな笑いを取ってきました。
「私、西クラブの挟土が剣田さんより先にガバナーになった夢
を見ました。剣田さんお先に失礼しました」…頑張って下さい。
西クラブが精一杯の応援をします。との思いで書いて出したニ
コニコですが、私は正直冗談ではなく、我がクラブが 50 年を迎
え会員が 50 人もいるのに、まだガバナーを輩出していないこと
が悲しく、どなたかに早くガバナーになって頂きたい思いから、
その手立てをクラブとして今真剣に考え行動を起こすべきだと
思えてなりません。
【無理できないと言わず出来る方法を考えよ
う】ではありませんか。
脇本さんから何か話せと言われ、先日ロータリーの友を読ん
でみましたら、
なんと秋田県のクラブは会員数 17 人のところで、
また大阪府では 27 人のところでガバナーを出していました。ま
してやそこには女性会員もみえるのだそうです｡会長経験者が
クラブ幹事を再度されていることも書いてありました。過去に
我クラブが何度か分区代理、またガバナー補佐の選出があり、
時にその選考に携わりました。裏話も聞く中で、前向きではな
く無理だ、大変なことだと決め付け後一押しができず、力のあ
る我がクラブには立派な人が沢山いながら残念なことにまだガ
バナーが誕生せず今日に至っているわけです。この際、影の候
補者を立て皆で協力して後押しをするから地区に出て頑張って
ください、という先を見た動きが大事だと思うのです。
ここで中央に先を越されたのは情けなく、あの荒川之雄さん
がもし今も元気でいられたなら、おそらくガバナー俺がやるよ、
とあの包容力のあるニコニコ顔で引き受けてみえたであろうと
勝手な想像をし、残念に思えてならないのです。今、我が西ク
ラブからガバナーが誕生していたら、クラブの 50 周年と重ね
て盛大に祝い、クラブの団結と和ができ魅力あるクラブとなり、
しいては会員増強が自然と出来たのではと思えてなりません。
そう思うのは私だけなのでしようか。
クラブにシンボルが必要なのです。おそらくこの話を聞いて、
挟土そんな身体で馬鹿な事言うな、と思ってみえる方が多数か
と思いますが、入会のまだ浅い若い皆さんは、何事も【はい・
喜んで】が大事です。よし私がやってやると言う気持ちをもっ
てロータリー活動をし、また地区役員があたれば進んで受け、
天職を高め、ガバナーを目指して下さい。そして品格ある良い
クラブにしてください。とにかく今ここに至ったからには、中
央クラブに対してよくやると認め、親クラブとして親心で協力
し、剣田君(さん)を男にさせるべきです。剣田君のお父さんが
宜しく頼む、と言ってみえるのが私には聞こえるような気がし
てなりません。それが次に我がクラブがガバナーを引き受ける
ための布石です。
正直私は JC を卒業した当時､ロータリーは品格のある夢のよ
うな雲の上の組織で、入会など考えられない男でした。こんな
男が入会させていただきガバナーなどと言う出すぎた言葉を言
う今の自分になれたのは、今日までロータリーで立派な先輩や
友達と出会い学び、ご指導を頂きながら 30 年皆勤し「天職であ
る左官業」を高める努力をし、曲がりなりにもクラブ会長まで
させていただけたお陰です。本当に有難うございます。 (注)
昔事務手続きによる不備があり､計画書には皆勤 29 年になって
いますが、本当は 30 年皆勤です。
今まで何度か会員増強の話が出る度に、ロータリー会員の質、
品格が落ちたと耳にしたことかあります。学歴の無いただの職
人である私のことをまた言っているのだと思えて身を引くべき
かと何度か思いました。
ならば馬鹿でも出き認めていただく方法、信頼されるのは例
会に休まず出席することであると心に決め、反骨精神「職人根
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性」でなんとか入会以来、30 年皆勤したお陰で今日があると思
っています。有難いことです。そして今はあらゆる職人の代表
としてロータリーに籍をおいているとの自分勝手な重い自覚を
持って出席しています。
ロータリーの友３月号、友愛の広場のところに「出席こそ力」
創立以来 50 年間、１回も休まず皆出席です、と言う 100 歳にな
る方の記事を読みました。この方曰く、ロークリークラブに入
ったが何も得ることがなかったと、退会する人がいるのが残念
で成りません、それは自分の心を開いていないからであり、積
極的に求めようとしないから得られなかったに過ぎません、出
席する事に意義がある、と申されています。私も正に同感です。
ここで私が言いたいのは、今電話一本でメーキャップでき、
出席免状、ＯＫなのです。前後２週間という余裕期間もあるの
です。以前はもっと厳しかったのです。先月 3 月 28 日大下大圓
さんのお話を聞いた、あの日の出席報告を聞いていますと補正
無し、出席率 70 パーセントの発表でしたが、１人もメーキャッ
プ無しとのことでありおかしいです。責任感もなく休むようで
あるなら問題であり推薦者の責任、また役員の責任で再度会員
の義務をしっかり教え導くべきなのです。そうしないとわから
ず欠席している本人が可愛そうですし、退会にもつながってい
きます。クラブ会員、皆さんが経営者です。社員が決め事を守
らず勝手に休んで放っておきますか。問題にしませんか。何事
も「やって見せ、言って聞かせて、誉めてやらねば、人は動か
かじ」です。
また私が会長をさせて頂いた当時、国家の品格という本が出
て品格問題が大きくクローズアップされ、ロータリーの品格に
ついても語られました。私はあの時本を読みあさり、品格とは
当たりまえのことをしっかり行うこと、と書いてあり少し気が
楽になったことを憶えています。
我が西ロータリーには品格のある人が沢山おみえになります､
いや全員かも!?しれませんが、ロータリーは「己を磨き」
「人間
性を高める」場所であり、出席し話を聞くことで自然と品格が
磨かれる所だと思います。また昼食を食べて仲間と楽しく語る
憩いの場所であっていいと思って今日まできました。出席する
事に意義があるのです。
毎日の生活の中で、この例会場で唱和する４つのテストを心
し、常にロータリーの目的と約束事（規約）を守り、あとは天
職を高めるよう仕事に精を出し、ロータリーを楽しみ、趣味を
活かし健康で働ければ最高だと思います。
私はこの身体です。ただ病気になったものは仕方がなく、常
平生の行いが悪く天罰が下ったものと諦めながらも早く良くな
るためにリハビリに専念しております。今も脳トレ、リハビリ
だと思ってこの話をしているところです。またこんな身体で恥
ずかしいのですが例会には休まず頑張って出てきております。
メーキャップもしました。決められた当たり前のことだけはし
っかりやっているつもりです。また病気をしたことで得たこと、
心に感じたことが沢山あります。オリンピックの選手と一緒で
何事も挑戦し諦めず頑張ること、己に勝つこと、家族の絆、感
謝の心、思いやりの心、が身にしみて分かったことです。
私は本を読み、ロータリーでもっと勉強し、社会奉仕活動の
保護司としてこの体験を生かして対象者に心の大切さと「まめ
なが宝」健康で働く幸せを伝え更生させていきたい、との強い
思いが今芽生えています。
「何のために生きるのか」と言う稲盛
和夫、五木寛之の対談の本などが好きで読み返しています。
余分な話をしてしまいました、ロータリーの話に戻します。
私は 1981 から 82 年度、17 代会長岡田貴さん(ダイヤ堂)の時
入会です。あの時歴代会長さんでみえなかったのは、初代会長
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の伊藤松太郎さんと(田辺、西生)さんだけでした。他の歴代会
長さんには例会場で常に会いご指導頂きました。
そして入会以後、IM や地区大会には出来る限り参加しました。
地区大会への出席は新会員は義務であり入会したからには必ず
参加しなくてはいけません。また常にクラブ会員なら進んで参
加すべきだと思います。それなりに得ることが必ずあります。
いや、私のような無知、無能な男故そう思うのかもしれません
ので、その点はあしからず強制はしません。
本年度の国際ロータリーのターゲットは、ロータリーを実践
し、みんなに豊かな人生を、です。私は何も実践できておらず、
豊かな人生とは言い兼ねますが、しかしこれも心の持ちようで
今は歩けるようになり、こうして話も出き大変有難い人生です。
感謝感謝の毎日です。次年度は「ロータリーに輝きを」です。
田中エレクトさん、輝きをお願い致します。
2003～2004 年度、私が会長をさせていただいた時は、ＲＩ会
長ターゲットは「手を貸そう」という慈愛の言葉であり、2630
地区伊達ガバナーが「人に愛を」とのテーマでの活動がなされ
ました。私は「愛と情」をテーマとし、ＲＩ会長賞への挑戦を
目指しました。
「念ずれば花開く」
「無理出来ないと言わず、出
来る方法を考えよう」と呼びかけ、皆さんの協力を得てお陰さ
まで受賞することが出き、地区広報優秀賞まで頂けるという有
難く幸せな会長を務めさせていただきました。あの時は本当に
有難うございました。感謝しています。
今だからＲＩ会長賞に挑戦した時の気持ちを話しますと、あ
の年に中央クラブにメーキャプした際、中央クラブの会報に我
クラブは親クラブの西に勝ったという記事があり、何を言って
いるんだ、というムッとした気持ちでその記事を読みました。
その４月の地区協議会での会長幹事勉強会で、伊達ガバナーエ
レクトがＲＩ会長賞に挑戦してください、と言う話を聞きなが
らその場で私がふと思ったことが、中央に負けていない西を見
せるのは、賞に挑戦し獲得して見せるしかないと言う変な対抗
意識で向かったのが正直な気持ち、始まりでした。
私はロータリーで楽しませていただいたことが沢山あります。
今日までに世界大会に３回出席したことも良き思い出です。韓
国、カナダ、と日本大阪大会です。ロータリーを知り凄さを感
じるのは世界大会そのものです。１度は必ず行くべきです。大
阪の大会では、葛谷さんに出発時点から帰るまでビデオを取っ
ていただいており、それを見ると世界大会の凄さや、今は亡き
河上吉郎さんや参加した会員夫婦、また皆さんが京都で芸子さ
んと本当に楽しそうに遊んでみえる姿があり、懐かしく思い出
されて見ていて笑いが止まりません。会長をさせていただいた
からできた本当に楽しい思い出です。
また米国デンバーロータリークラブには２回もメーキャプし、
姉妹都市のジャパニーズ高山、挟土貞吉と紹介されバナーを交
換し、我が婿殿と演台に立ったことがあります。今思うと英語
がわからない男がよくぞあの品格ある例会場で正面に立ち、ア
メリカ人（雲の上の人たちの姿）と、その例会を写真にとっ
てきたと感心しています。また友好クラブの台北へ３回行き、
この時も例会場で貞吉はいるかと女性会員からの嬉しい声が掛
かり、楽しかった懐かしい思い出があります。他にも入会した
当時、姉妹クラブであった能登半島の珠洲クラブに行き、新会
員の若造の私にめでた指名が急にかかり吃驚してうまく唄えず
恥じをかいた事、静岡の清水ロータリークラブヘ（山岡鉄舟）
とのご縁を高山税務署長さんの計らいでつくって頂き、持ち出
し例会として夫婦で行き大歓迎を受け楽しかった事も良き思い
出です。ロータリーを楽しむ、とはあらゆる行事、活動に参加
出席してこそ得られるのです。また自分を高めることが出来る
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のです。そして我がクラブのミニソフトバレーや、９ヵ年皆勤
表彰には特別な思いを持って楽しく見守っています。どうか皆
さんあらゆる行事に進んで参加し、例会にも出席してください。
ロータリーは楽しいところです。とは言うものの、ロータリー
とは楽しい思い出ばかりではありません。厳しく、冷たくあし
らわれる事も時にあります。クラブ会長をして一番大変だった
思いでは、荒川之雄さんが急逝された時のことです。
３クラブ合同のガバナー訪問例会の日に亡くなり、葬儀での
弔辞原稿作りで苦労しました。クラブの誰もが助けてくれず、
日にちも時間も無く真剣に悩み夜も眠れず、あのドキドキして
いた事が昨日の事のように今でも思い出されます。私にとって
は本当に大きな修練の場でありました。あの別院で会社葬も兼
ねており私の恥はクラブの恥であり、弔辞など見たことも書い
たことも無い、ましてやあの大きなお寺で大きな葬儀です。胃
が痛くなりましたが無事読み終えて帰り際に奥さんの顔を見た
際は、それなりに「ありがとう」という顔に見えて、ほっとし
たことを今でもしっかり覚えています。
荒川さんはロータリーをこよなく愛し、ガバナー補佐を受け
ガバナーを目指していた方だったので伊達ガバナーにその気持
ちを知ってもらいたく、弔辞原稿を見せました。その後、ねぎ
らいの葉書を頂きましたので記念アルバムに残しています。ま
たその後、ＲＩ会長賞、地区広報優秀賞も決まり、その内容に
目が留まり印象に残った!?と見えて、数年後、直接伊達パスト
ガバナーより私に地区青少年委員に出てくるよう要請があり驚
きました。また高山クラブ桑月さんを通してまで声がかかりま
した。これこそ我が西クラブが認められた証拠だと勝手な思い、
中央に勝ったと正直内心思いました。人間誰しも「誉められた
い、認められたい、役に立ちたい」と思うのが素直な心だと思
います。例会に出席しいろいろ体験し役をこなしてこそ、それ
が得られるのです。
時間が過ぎております。すみません。それでは最後に、我が
西クラブ魅力ある良いクラブにするためにロータリーをおおい
に楽しみ､来る 50 周年を脇本委員長を中心に皆で考え、意見を
出し合って全員参加の盛大な式典、懇親会にしようではありま
せんか。
そしてこの大きな節目から次なる 60 周年、100 周年に向けて
新しく、たくましい芽を育て、我が西クラブの更なる発展を基
そうではありませんか‥･。終ります。

会員とロータリアン
小森 丈一
私はここでお話をする時は何時も、入会して間もない方を対
象にお話ししていますので、ロータリー歴の長い方には、お耳
障りの処が有ると思いますが、お許しください。

ロータリーを実践し

私が入会して、間もない頃、会員のＡさんから、祭りに呼ば
れました。お邪魔をすると、大勢の方がお見えになり、結構盛
り上がって居ました。するとその中のお一人が、Ａさんに「俺
をロータリーに入れて呉れよ。
」と言われました。Ａさんは「ロ
ータリークラブと言う処は、入れてくれ、と言って入れる処で
はない」と言いわれました。
すると彼は「それは収入か？収入なら誰々より多いぞ」と会
員の名を上げて言われました。Ａさんは「そうゆう事を言う者
は入れんのや」と言われました。その後も言われたかどうか解
りませんが、幹事通告は来ませんでした。
皆さんは違います。
「貴方の会社は評判が良いし、貴方はロー
タリアンにふさわしい方なので、是非入会して頂きたい」と言
って複数の方から推薦され、会員全員の賛成のもと、入会され
た方ばかりです。ですから自信と誇りを持ってください。余分
な事ですが、会長、幹事は推薦者にならない方が良い、と言う
より、すべきではないと思います。会長 幹事が推薦した方は
反対しにくいものです。
処がここ１０年程前から、世界的に会員が減り、特にロータ
リアンが減ったと言われています。ロータリアンと会員の違い
は、ロータリーを実践するかしないかの違いです。
皆さんは、ロータリアンですか？ それとも単なる会員です
か？実践を伴わなければ、真のロータリアンではありません。
今年度のＲＩ会長のテーマは「ロータリーを実践し 皆に豊
かな人生を」です。ロータリーを実践しろと、ＲＩ会長は訴え
ておられます。
今年度の第一例会で多くの方が 山下、寺田丸の就航おめで
とう、とニコニコを出されました。船には多くの人が乗って居
ますが、船員として運航業務を担当している人、乗客として只
行いを共にしている人が居ます。
皆さんは、山下、寺田丸の船員 乗務員ですか？ それとも
乗客ですか？船員として自分の部署を全うして行くには、その
仕事の内容を、熟知して居なければ出来ません。 機関部の船
員は、機関の構造及びその運転法を、航海長は海図の見方や、
コンパスの扱い方等。ロータリーにおいても、ロータリーの何
物かを解らずして、会員としての本分を発揮する事は出来ませ
ん。委員会の仕事内容を熟知せずに、クラブ活動に参加する事
は出来ません。ロータリーを知るには参加し、実践する事です。
世間では、ロータリークラブは寄付団体、と思っている人が
おられますが、それは大きな誤りです。又、ＲＣは奉仕をする
団体では無く、奉仕を志し、これを実践しようとする人々の集
まりです。クラブと言うのは同好者の集まりで、団体として事
を行うのが目的ではなく、同好者である会員に、その目的を達
成させる為の世話機関です。
会費の中から寄付金を出し、それで会員が奉仕をしたと言う、
実感を持たせる事は出来ません。そもそも会費は運営費であっ
て、活動費、寄付金 食事の代金は含まないものです。
会員に参加意識を持たせる為には、その都度お金を募るのが良
いのですが、事務煩雑な為 会費として纏めて徴収しています。
休会している人から食事代を頂くのは如何なものかと思って
います。
会員になったら、三つの義務以外に、して頂きたい事が有り
ます。それは、Ｒ財団 米山記念奨学会への支援です。米山奨
学会はＩＲとは別の法人で、主に東南アジアからの、私費留学
生に補助を行うものです。Ｒ財団にはご理解を頂いていますが、
米山奨学金へのご理解が、少々薄い様に思われますので、是非
関心を持って頂き、ご協力下さい。
台北に 台北東海ＲＣと言う友好クラブが有り、そのクラブ
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は米山奨学生の学友が主体になって作ったＲＣです。彼らは、
今日こうして事業が出来るのは、日本に留学出来たお蔭 その
日本の恩を忘れない為に、例会は日本語を公用語にしています。
ですからクラブ訪問をしても、通訳なしで会話が出来、意思疎
通が図れます。又 台北東海ＲＣを通して、玉蘭荘と言う福祉
施設に支援をし、国際親善と、国際奉仕を実践して来ました。
私達は納得してロータリークラブに入会しました。例会や行
事には必ず出席し、ロータリアンとして、ロータリーを実践す
れば、きっとロータリーの良さ、素晴らしさを、実感する事が
出来ると思います。
ロータリーを実践しましょう。

「趣味の会」今昔
平 義孝
本日は挟土さん、小森さんがロータリーの目的についてお話
をされましたので、私は我がクラブの趣味の会について話しま
す。
まず、私が西ロータリーに入会する際、推薦者 島卓三さん、
若宮幸雄さんが紹介され、ロータリーの目的、規約の説明をさ
れ入会する事になりました。
１．例会は毎週金曜日 12 時 30 分～1 時 30 分
１．出席は義務である(もし欠席の場合必ず事務局に連絡する
事)
１．ロータリーの規約は守ること
１．例会を欠席した場合は他のクラブにメーキャップする事
１．会員の皆様(推薦者)には迷惑をかけない事
以上の事は必ず守って下さい
このように言われ入会し、30 年近くそれを守ってきております。
入会当時、趣味の会は俳句、詩吟、囲碁、将棋、カメラ、マ
ージャン、パソコンとあり、どれか一つは入ること、となって
おりました。 私は角島さんに詩吟に入るようにと言われ、今
でも継続しておりますが、現在の趣味の会は俳句、詩吟とゴル
フだけになっております。
ストレスの多い時代、声を出すことは健康に良いと思い続け
ています。趣味の会に入会をお待ちしています。
日本詩吟学院岳風会認可 松本深志吟詠会飛騨支部
輪声教室 級長 斎藤 章
会計 脇本 敏雄

＜ニコニコボックス＞
●山下 明さん
本日はロータリー情報委員会担当例会です。脇本委員長さんよ
ろしくお願いします。３名の歴代会長のスピーチ、平さん、小
森さん、挟土さんお手柔らかにお願いします。

ロータリーを実践し

●寺田 昌平さん
本日のプログラムは情報委員会です。委員長脇本さんお願いい
たします。会長の経験のある小森さん、平さん、挟土さんのス
ピーチを楽しみにしていましたが、用事があり早退させて頂き
ます、残念！！
●脇本 敏雄さん
今日はロータリー情報委員会担当例会です。3 名のベテラン歴代
会長に卓話をお願いしています。挟土さん、小森さん、平さん
宜しくお願いいたします。
●挟土 貞吉さん
アルバムを見た女房殿が「貴方幸せね、
『酒と女と遊び（旅行と
ゴルフ）
』ばっかりだよね～」の一言、無言のまま納得するしか
ありませんでした。天罰が下り今日ロータリーについて思う事
を辛口で語れとのスピーチが当たりました。話が時間切れにな
ると思います。続きは会報を後日見ていただき批判なり、感想
を聞かせて下さい。
●伊藤 松寿さん
4 月 1 日（月）地区広報委員として大垣西ロータリークラブに招
かれ
『ロータリーの友』
について卓話を 30 分間して参りました。
パワーポイントのスライドショーを使ってお話しするつもりで
したが、パソコンが全く動かず、手許の原稿を見ながら冷汗を
かき通しの 30 分、ひたすらしゃべり続けて役目を果たして来ま
した。
●内田 幸洋さん
3 月をもって桐生町の町内会長を無事に済ますことが出来まし
た。ご協力に感謝いたします。
●蜘手 康介さん
先週の日曜日のシングル認定お祝いコンペ、本当にありがとう
ございました。4 月というのに猛吹雪の寒い中、プレーされた
方々風邪など引かなかったでしょうか？違う意味で想い出深い
ゴルフになりました。これを機に益々ゴルフに仕事、そして何
よりもロータリー活動に頑張りたいと思います。本当にありが
とうございました。
●野戸 守さん
蜘手さんシングル誠におめでとうございます。6 日のコンペは寒
かった日でしたがなんとかラウンド出来ました。また山本さん
写真をありがとうございました。
●垂井 政機さん
4月6日蜘手君のシングル認定お祝いコンペに出席させていただ
きました。メチャメチャ寒い日、雪とあられに悩まされました。
馬券の配当を頂きましたのでニコニコへ。
●洞口 良一さん
4月6日の蜘手さんのシングル認定お祝いコンペに参加させてい
ただきました。Ｗペリヤ方式の競技でしたので運良くハンディ
キャップが 18 点近くも付き優勝する事が出来ましたので賞金の
一部をニコニコへ。
先日は妻の誕生日に素敵なお花を頂きまして誠にありがとうご
ざいました。仲良くいたします。
●田近 毅さん
4 月 23 日（水）午後 6 時 30 分から恒例の『ふれあい高山寄席』
を開催しますので、是非お出かけ下さい。お代は 3,000 円です。
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