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●会 長 田中
武
●幹 事 門前 庄次郎
●会報委員長 田中
正躬

冬の気配

蜘手 康介

＜幹事報告＞

＜会長の時間＞
本日は全然違う食べ物の話を
したいと思います。実は私自体
ラーメンが好きで何かネタが無
いかなと探していたところ『高
山ラーメン・飛騨中華そば』という冊子がありましたので早速文書
にしましたので聞いて下さい。
① 支那そばの時代 坂口時宗
昭和 12 年に、京都に行って職を捜すつもりで、富山の八尾を出
ました。ちょうど、高山が町を合併して、市制を施いたということ
で、町に活気があるんじゃなかろうかと思って、道草ついでに高山
に寄りました。当時、国鉄も開通して便利になったばかりでした。

＜例会変更＞
高山中央 …
12月22日（月）は、
忘年例会のため、
18：30～
銀水庵 に 変更
12月29日（月）は、定款第 6 条第 1 節により、休会
美濃加茂 … 12月19日
（金）
は、
親睦クリスマス家族例会のため、
21 日（日）9：30～ラグ―ナ蒲郡 に 変更
12月26日（金）は、定款第６条第１節により、休会
1月 2日（金）は、定款第６条第１節により、休会
1月 9日（金）は、新年例会のため、
18：00～シティホテル美濃加茂 に 変更
可

児 … 12月 4日（木）は、年次総会＆会員褒章受章祝いのため
18：30～ うなぎの康生 に 変更
12月18日
（木）
は、
クリスマス例会＆夫人の集いのため、
18：30～ グリーン・キャメロット に 変更
12 月 25 日（木）は、定款により 休会、
1 月 1 日（木）は、年始休会

可

茂 … 12 月 10 日（水）は、早朝例会のため、
7 日（日） 坂祝町迫間川周辺 に 変更
12 月 24 日（水）は、クリスマス家族例会のため、
23 日（祝）シティホテル美濃加茂 に 変更
12 月 31 日（木）は、定款により 休会、

家内と二人で、一泊二食付きの宿が、一円五十銭でした。木賃宿で
は五十銭で泊れたのです。高山でしばらく遊びました。二十日程居
たんです。高山が気に入ってしまいました。割烹料理人でしたから、
高山で仕事を捜しました。ちょうど高山で金亀館が、寿司を握れる
職人をほしがっていると聞き込んで、運よく就職できました。ほん
とに高山の人はまるい人ばかりで暖かい方が多く、ついつい平成の
今まで、高山に根を据えてしまったのです。昭和 13 年でした。屋
台をひいて、夜の高山の街を流し始めたのは。昼は金亀館の板前で、
夜は屋台で商いして巡つたのです。夜のものは、昼のうちに家内が
作っておいてくれた麺とスープを積んででました。家内は栃木県出
身ですが、東京の有名料理店の『更級』という店に勤めておりまし

加 茂 東 … 12 月 4 日（木）は、年次総会・懇親会のため
18：30～ シティホテル美濃加茂 に 変更
12月18日（木）は、クリスマス家族例会のため、
23 日（祝） シティホテル美濃加茂 に 変更
12 月 25 日（木）は、定款により 休会、

て、見よう見まねで料理を作ることも好きだったのです。
（国鉄＝着工以来 16 年 6 ヶ月間、高山線の開通 飛騨の夜明け・昭
和9 年10 月25 日～開通式、
高山本線は225.8Km トンネル60 箇所、

＜受贈誌＞
ロータリー米山記念奨学会（ハイライトよねやま 176）
、岐阜県
環境生活部人権施策推進課長(人権だよりＮｏ．59)

橋梁 184 箇所の山岳鉄道 高山駅舎は、元請・名古屋の藤本組 下請
けは玉腰徳一郎〈左官＆基礎〉逢坂由蔵〈大工＆木材〉松井甚蔵〈建
具〉都竹末吉〈土木〉で 4 人で請負する）当時の総工費 65,000 円。
）

ロータリーに輝きを

例会報告
＜出席報告＞

＜ニコニコボックス＞
●田中 武さん、門前 庄次郎さん

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

37 名

7名

44 名

47 名

93.62%

りした気分です。例会担当はロータリー財団委員会です。委員

本日

34 名

－

34 名

46 名

73.91％

長の伊籐松寿さん、宜しくお願いします。

本日はゲスト・ビジターもお見えになりませんので少しゆった

●小森 丈一さん
①西クラブより結婚記念日にケーキを届けて頂きありがとうご

＜本日のプログラム＞ ロータリー財団委員会

ざいました。記念日も 50 回を数える事となりました。
②剱田ガバナー年度の地区幹事会が 16 日桑名で開かれ出かけて
きます。いよいよアイドリングのエンジンが掛かりました。
加賀ガバナー年度地区幹事より色々と教えて貰って来ます。
●小田 博司さん
66 歳を迎えました。気力体力の衰退軽減策を考えるも疎かのた
めか、少子過疎化につられてか、一向に向上する気配がなく衰
えを感じています。後 10 年元気でいたいと思いつつも、知恵の
ない現状の継続が自分の人生と、消極的思考に操られています。
急に元気がなくなりました。
●平 義孝さん

高山西ロータリークラブのロータリー財団への寄与
（１）年次寄付
・毎月第１例会に
「財団箱」
を回し、
一人につき 1,000
円を寄付。1 年で約 12,000 円。（ロータリーレー
ト約 110 円＝110 ドル）
・100 万ドル例会の食事の差額分
計 一人当たり 120～130 ドルを拠出
（２）恒久基金寄付
・ポールハリスフエロー（1,000 ドル寄付）87 名
内マルチプルフエロー ５名
・ベネファクター
（1,000 ドル寄付）20 名
計 112,000 ドル（日本円で推計 2,000 万円）
（１）十（２）＝？
（３）ＲＶＭ（The Rotary video Magazine）
・ポリオ撲滅について
・「最後の砦：インドのポリオ」
・サクセスストリー
・歩けるようになるまで

今年も結婚記念日にお菓子を贈って頂き有難うございました。
●阪下 六代さん
本日妻の誕生日で、現時点では確認していませんが、多分立派
な花束が届けられる事でしょうから、予め御礼を申し上げます。
●鴻野 幸泰さん
11 月 9 日ソフトミニバレー全国大会に出場された選手の皆さん
お疲れ様でした。本日早退させていただきます。
●新井 典仁さん
11 月 9 日ソフトミニバレー全国大会に参加させて頂きまして有
難うございました。参加者の皆様お疲れ様でした。試合は 12 対
14 からの逆転負けを喫し非常に悔しい思いをいたしました。早
く良い結果をご報告したいです
●井上 正さん
11 月 9 日ソフトミニバレー全国大会にチームはぐるまとして中
島さん、下屋さん、新井さん、大村さん、私にて参加させて頂
きました。今までになく手応えと未来への可能性を見出す機会
となりました。次回は必ず一勝出来るものと信じ、これからも
怠らず練習したいと思いますので是非参加の程お願いします。
本日高山市自然エネルギーによるまちづくり検討委員会出席の
ため早退させて頂きますので宜しくお願いします。
●岡田 贊三さん
本年のグッドデザイン賞で金賞をいただきました。当社の社員
が現代の名工に選ばれました。本日早退します。
●米澤 久二さん
錦織選手、決勝トーナメント進出おめでとうございます。錦織

（４）ロータリー財団の「未来の夢計画」について
（５）今年度実施の西クラブ「夢計画」について
＝ 新地区補助金ＤＤＦの人道的補助金プロジェクト採用

選手はテニス界のアーティストですね。私も数字のアーティス
トを目指します。
●大村 貴之さん
今日午前中に当社が主催する『まるだいグラウンドゴルフ大会』
を行いました。63～92 才の 58 名が参加し、優勝目指し盛り上が
りました。無事に終わった事に感謝してニコニコへ。
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