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＜会長の時間＞

雪だるま

蜘手 康介

＜出席報告＞

今週も、引き続き「飛騨春秋・
1997 年・平成 9 年 6 月号」より、
『まさご』開業者 坂口 時宗 氏
の話です。
地元の森七醤油もなくなって、
好むと好まざるとにかかわらず、
まさごの味も変わってきました。昭和二十年代後半は平和でした。
鍛冶橋交番で遊んで屋台に戻ると、三人前のそば代とどんぶりが置
いてありました。常連のお客様が、自分で作って食べて代金も置い
ていかれたのでした。そのお金が無くならずちゃんとあったのです。
古川や下呂からも、芸者さんたちがお客を案内して食べに来てくれ
る事もありました。繁盛するときなどは、家内が家で仕込んで鍛冶
橋の屋台までスープを運んで来ることが間に合わず、お客さんに待
ってもらう程の事もありました。私は五十九才で屋台を閉じました。
鍛冶橋の屋台は、最盛期は『まさご』の他に『かじばしそば』と『寿
司春』の三台が並びました。私のまさごは『中華そば』の店で『ラ
ーメン』とか『中華麺』とか言ったことはありません。
『支那そば』
と『中華そば』です。今でも、高山市内では『中華そば』と看板を
あげておいでの店は、いくつもあります、中華ラーメンも中華そば
も同類です。けれどもその味はそれぞれの店で少しずつ違っていま
す。工夫して、自分の店独特の味を出すようにしているはずです。
けれども『支那そば』から『中華そば』になる頃の高山のそばの味
は、醤油味、かつおだしをベースとして、今も高山、飛騨ラーメン
の基調となっています。もともと、焼き豚といって、チヤーシュウ
ーは豚肉を焼いて作っていました。手間も大変でした。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
・12 月のロータリーレートにつ
いて 1 ドル 112 円（現行 106 円）
◎ガバナー、地区代表幹事より
・｢地区研修協議会｣報告書
＜例会変更＞
高
山 …… 平成27年 1月 1日(木)は、法定休日のため 休会
平成 27 年 1 月 8 日(木)は、新年例会のため
9 日(金)17：30～ 洲さき に 変更
平成27年 1月29日(木)は定款第6条第1節により、休会
高山中央 … 平成27年 1月5日(月)は定款第6条第1節により、休会
1 月 12 日（月）は、新年家族例会のため
18：00～ ひだホテルプラザ に 変更

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

37 名

7名

43 名

46 名

95.65%

本日

33 名

－

34 名

46 名

73.91％

年次総会
2015～2016 年度 役員・理事候補
者についてご承認いただきまし
てありがとうございます。皆様
のご協力を心からお願いいたし
ます。
会長エレクト
古橋 直彦

＜本日のプログラム＞
お祝い
◎会員誕生日
向井 公規
１２．２１
（当日欠席）
垣内 久男
１２． ２
新井 典仁
１２． １
◎夫人誕生日
挾土 貞吉
輝 子
さん
長瀬 達三
佳奈子
さん
井上
正
麻里亜
さん
◎結婚記念日
堀川 和士
Ｓ５５．１２． ３
鴻野 幸泰
Ｓ６１．１２． １
大村 貴之
Ｈ１２．１２．２５
遠藤 隆浩
Ｈ２３．１２．３０
◎出席表彰、在籍周年記念表彰
ナシ
◎３ヶ月表彰
・井上 正
・大村 貴之
・堺 和信
・塚本 直人
・平 義孝
・堀川 和士

ロータリーに輝きを

１２．１２
１２． ３
１２．２４

・住田 泰典

例会報告
終戦を迎え、大学に入ったのは昭和 28 年当時「兄弟も多く、

ニコニコ委員会

東京に家でも買ったら」と現在の目黒区の学芸大学駅近くに、

委員長

50 坪の借地に 12 坪半の家が建っていた物件を 80 万円で父親に

阪下 六代

平素ニコニコボックス

買わせました。

に対するご支援を賜り、ま

私が大学を卒業して数年経ったころ、父親に「親父の商売の

ことにありがとうござい

仕方が気に入らない」と文句をつけたところ、「おまえの好き

ます。
本日はニコニコ委員会の担当例会ということで、会員の山本
善一郎さんに卓話をお願いいたしました。
当クラブ創立２年後の昭和 43 年 1 月に入会され、本年 5 月 15
日にめでたく傘寿満 80 歳を迎えられた山本さんは、11 月 4 日の

なようにしろよ」と云われ、父はその東京の家に住む様になり
ました。それから少し経ち、「300 万円出すので土地を明け渡し
てほしい」もしくは「300 万出して土地を買い取ってほしい」と
言われ、買い取りましたが今に思うと安く買えたものだと思っ

葛谷一嘉さんのご逝去により、会員歴、年齢ともに当クラブの

ています。その家は、周りの家がどんどん壊されマンションが

最長老となられました。

建ち、今は弟がマンションに囲まれたところに住んでいますが、

かくいう私は、山本さんが当クラブ会長に就任された 28 年前
の昭和 61 年 7 月に、山本さんのお誘いにより当クラブに入会さ

一時バブル期には恐ろしい値段が付いていた様な記憶が残って
います。

せていただき、以来、年の離れたお兄さんのような思いで師事

西ロータリークラブの例会場は、私の記憶では、みちや寿司

し、ご指導をいただいてまいりました。そんな山本さんが最長

の向かえにスズメ会館という建物がありここからのスタートで

老となられ、つくづく「光陰矢の如し」の感を禁じ得ません。

した。その時からのメンバーは現在 2 人ほど残ってみえます。

長老になられると、役員や委員長を後進に譲ることになるた

その後、地場産業センター（商工会議所）へ移り、現在の大垣

め、じっくり壇上からお話を伺う機会が、どうしても稀になり

共立銀行さんの事務所をお借りするようになって 14～5 年目で

ます。そんな訳で、本日は、ニコニコボックスの大スポンサー
でもある山本さんのお話をじっくり拝聴させていただく機会を
設けた次第です。

すが、その場その時でいろんな雰囲気の中で活動してきた気が
しています。
私がロータリークラブに入った時代は、世の中がどの様にそ
れぞれが生きたら良いかという様々な方向性の模索状態の雰囲
気があった気がします。
元メンバーの伊東保典さんのお父さんが癌にかかり大変な状
態の中で、「商売を拡げたい、手伝ってくれ」と言われました。
具体的に何を手伝ったらいいのかと聞きましたら、「まだや
りたいことははっきりせんのじゃが、はっきりしたら手伝って
くれるか」と言われました。
また、島良明さんのお父さの島卓三さん、あの方も様々な方
面へ事業を拡げることに一生懸命の方でした。その当時、書道
部があり、濃飛バスと名鉄と合併される前の社長の横江さん、
溝際一男さん、ダイヤ堂の岡田さん、そして、島卓三さんと

「傘寿になって想うこと」

で、墨をするだけで、ろくに字を書かず、自分がどういう風に
山本 善一郎

先々月阪下委員長から、何でもいいので喋って下さいと言わ
れ、私が 81 歳になるまで、どのような風にして生きて来たのか
ってことを思い起こした訳でございます。

生きたらいいかということを話し合った記憶があります。
その頃は、「国民総中産階級化」ということが起きる前段の
時代じゃなかったと思っています。
私は、先ほどお話ししましたように、25・6 歳のときに「親父

私の子供の頃の記憶は、当時の国分寺通りから安川通りが、

の商売の仕方が気に入らない」といって「おまえの好きなよう

現在の上一之町や下一之町と同じ幅の道路であったことと、雪

にしろよ」と云われ、そのおかげで、いろんなみなさんとお付

の日、幼稚園に行くときに人のうちの中に滑って飛び込んでい

き合いを頂戴いたしました。

ったことでした。

私の祖父を気に入ってくださっていた、飛騨運輸の先代社長

たしか、終戦の前々年くらいに強制的に立ち退きがあり、現

の漆山義雄さんに、何度となく遊びに来いと言われ、当時ろく

在の道路幅になったと記憶しています。私が小学校一年生の時

に決算書の見方など解らわからないうちに飛騨運輸さんの月次

に太平洋戦争が始まりました。そのころは、現在の福祉会館の

決算書を見ろと言われ、そのおかげで自分の会社の決算書を見

駐車場のある場所が第二小学校でした。戦争が始まり、航空工

ることができるようになりました。決算書を見るということ、

業高校ができ、現在のＮＨＫの場所にあった南小学校へ四年生

解らなくても見ること、見ているうちに解ってくることを、身

から編入されたことを思い出しました。

ロータリーに輝きを

例会報告
を以て感じました。
現在東証一部上場の電算システムという会社があります。私

＜ニコニコボックス＞

が３８歳、現在電算システムの宮地正直会長が３０くらいのと

●田中 武さん、門前 庄次郎さん

きですか、彼に請求書を作らせてくれと言われました。当時そ

本日は年次総会を行いますので、宜しくお願いします。また、

こで私が言ったことは、口座引き落しを考えてくれということ

ニコニコ委員会の担当例会でございますが、山本善一郎さんに

でした。

お話しいただけるとの事で、楽しみにしております。宜しくお

その後、電算システムによる口座引き落しの仕組みができた
のは昭和５０年ですから、高山にある金融機関がまだオンライ
ンになる数年前に口座引き落としの仕組みを作ってくれたとこ
とになります。

願いします。
●阪下 六代さん、平 義孝さん、堺 和信さん、向井 公規さん
本日はニコニコ委員会の担当例会で、山本善一郎さんに卓話を
お願いしております。依頼を快諾くださった山本さんに厚くお

その昭和 50 年当時、私の大学の後輩が十六銀行の高山支店に
おりました。これから給料という物は振込の時代がくるはずだ
と、これからは「銀行に口座を開らいて戴くこと」がお客様を
拡大していく基になるよと勧めました。十六銀行がキャンペー
ンを始め、NHK からどうしてこんなに口座引き落しが増えたと言

礼を申し上げるとともに、卓話を楽しみにさせて頂きます
●山本 善一郎さん
９／５に挾土会員選考・分類委員長に指令され、また今回は阪
下ニコニコ委員長に卓話するように指名され、何を話して良い

われるくらい、世の中の決済の手段が現在の様に変わっていく

か混乱しています。

きっかけを創ったのではないかと思います。

●井辺 一章さん

貸借対照表を私に見ることを教えてくれたのは漆山さんでし

今年も最後の月、12 月に入りました。寒い日が続きますが皆さ
ん風邪を引かない様頑張りましょう。

た。
その後、私が電算システムの社長に、とにかく毎日貸借対照

●下屋 勝比古さん

表を眺めるよう云いました、このことが、彼が電算システムと

先日、岊城ライオンズの例会でお話しをさせて頂きました。違

いう会社を上場企業に仕上げることに役立ったと思っています。

った雰囲気で緊張しました。

私の育った時代というのは、事業を興せば、皆さんに支えて
いただける時代であったと思います。

●塚本 直人さん
先週例会を欠席したため報告が遅れましたが、11 月 20 日に保険

昭和 40 年国分寺通りにガソリンスタンドを造り、石浦に LP
ガスの充てん基地を持つ(株)ヒダエルピージグループという会
社を創ったのは昭和 45 年でした。平成元年、(株)システムエン
ジニアリングを創りました。
そういう時代を生きて来て皆さんに支えられて８０歳になっ
た訳です。
これからの時代というのは、様々な要素が複雑に絡み合い相
互に関係しあい結果が出てくる時代だと思います。
石油業界を見て思うことですが、来年 2015 年の原油価格が 85

タイム店舗開業 1 周年記念セミナーを開催いたしました。遠藤
さんの奥様がマナーの講師としてご講演いただき｢女性のため
のおもてなしマナー｣を賑やかな雰囲気で行う事が出来ました。
おかげ様です。ありがとうございました。
●中島 弘人さん
おかげ様で 12 月 8 日に支店開設 15 周年を迎える事になりまし
た。引き続きのご愛顧とより深いお取引、また新しいお取引を
お願い申し上げます。

ドルになると、云われた途端にサウジアラビアが 65 ドルで供給

●長瀬 達三さん

する、その裏の事情はよく解りませんが、ロシアの原油にしま

先日は家内の誕生日に素敵なお花を有難うございました。

しても 100 ドルになっていないと採算が合わない。いまの米国

●田中 正躬さん

シェル・オイルにしても、中小零細企業が集まって出来ている

先日は結婚記念日のお祝いありがとうございました。今日は仕

構造で、80 ドル以上でないと採算が合わない。これらに対する

事の都合で遅刻しました。斎藤さんにはカメラ係をしていただ

サウジアラビアの反撃が 65 ドルという価格を打ち出したではな

き感謝します。

いかと思います。

●内田 幸洋さん

私が生きてきた時代をふりかえり 80 歳、傘寿を迎えた今。戦

心配していた妻の病気が大した事がなくて良かったです。

争の中にあった子供の頃、戦後の青春期、高度経済成長の青年
期、バブル期・リーマンショックと経済は大きく変動しました。
地球・世界が大きくそのサイズを変え、インターネットがそ
の時間・距離をより縮め、新たな国家のあり方が問われるこの
激動の社会の中、このような時代に生きていることを感慨無量
に思っています。

ロータリーに輝きを

