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＜会長の時間＞
引き続き高山線建設にまつわる
話です。
鉄道省の技官は仕事には厳しか
ったものの、人間的にはまだ良か
ったが、その配下の監督二人は元
請師と似たり寄ったりの醜さであったそうです。そのうちの一人は、
鉄道省の本職員になりたいばかりに美人の妻を離縁させ、上司のカ
バのような娘と再婚してようやく鉄道省入りしたほどの人物との
事で、推して知るべし、といえます。
四人はこれら鉄道省の監督二人に一日置きぐらいに酒をもたせ
て帰さねば機嫌が悪いので閉口しましたが、ひたすら我慢し、一代
事業として残る初めての近代建築である高山駅の仕事に唯一のや
り甲斐を感じて打ち込みました。いい仕事をするという建築業とし
ての誇りだけが支えであったのです。また初めから判っていた通り、
途中で資金が足りなくなってしまい、地元銀行の好意で融資を受け
て仕事を遂行しましたが、人夫衆の賃金を支払うのが精一杯で、材
料費までは手が回りませんでした。
それに、こんな腸が煮えくり返るような騒ぎもありました。玉腰
さんの分野ですが、基礎のコンクリート打ちの日、四十人近い人夫
衆も朝から勢揃いし、型枠も出来上がって砂利や砂も宮村から届き、
用意万端、あとは監督が来るのを待つばかりとなりました。いよい
よ監督がやってきて「これから始める」と挨拶した途端、ふと一角
を見て「あれっ！なんじゃー！あかーん！」と言ったきり、帰って
しまいました。大工の都合で九尺（2.7m）だけ型枠がしていなかっ
たのですが、それは仕事を始めてコンクリートを流し始めてからで
も、ものの十分もあればやれる作業でした。ところが監督がプイと
帰ってしまったので、その日はコンクリートの打ち込みを中止せざ
るを得なくなってしまったのです。人夫衆からセメントまで今日の
ためすべて準備済みであり、人夫からは「どうしてくれる」とやか
ましく抗議され、一時はどうなるかと思いましたが、出戻り三分の
賃金を支払ってどうにかその日は断ることが出来ました。しかし、
損失は泣き寝入りするしかありませんでした。

田中

正躬

馳星周

◎可児ロータリークラブより
・創立４０周年記念式典 ご参加の御礼
◎高山・デンバー友好協会より
・平成２７年度通常総会の開催について（ご案内）
日時
４月 ６日（水） 午後７：００～
場所
高山市役所３階行政委員会室
議題 ・平成 26 年度事業報告及び収支決算報告について
・平成27 年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

34 名

13 名

47 名

47 名

100.00%

本日

30 名

－

30 名

47 名

63.83％

＜本日のプログラム＞ ニコニコボックス委員会
委員長

阪下 六代

今期 2 回目の二ニコニコボック
ス委員会担当例会です。前回は第
22 代会長の山本善一郎さんにお話
しいただきましたが、今回は第 38
代会長で今期ニコニコ委員でもあ
る平義孝さんにスピーチをお願いしております。
卓話の達人である平さんの、
絶妙の間合いのスピーチをご堪能下
さ

い。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
・４月のロータリーレートについて １ドル １１８円（現行どおり）
◎ガバナーより
・ガバナーノミニー・デジグネート（2017-18年度ガバナー）決定のご連絡
田山 雅敏（たやま まさとし）上野東ロータリークラブ

猿と犬

平

義孝

ロータリーに輝きを

例会報告
本日の卓話の時間をお借りして、はじめに国際奉仕・友好ク
ラブ委員長として台湾の台北東海ＲＣ20 周年記念式典参加につ
いてお話をいたします。4 月 23 日～25 日の 2 泊 3 日で、クラブ
を代表して会長、幹事はじめ会員 18 名と奥様 5 名の総勢 23 名
での参加が決定しました。田邊さんが入会されましたのでＪＴ
Ｂ様に安全第一でお願いし、我が西ＲＣ50 周年式典のご案内を
して来ます。
台北東海ＲＣは東京豊島東、福岡西、旭川東、高山西の４Ｒ
Ｃと友好クラブ締結しておられ、各クラブからも 17 名から 29
名の参加があります。また 2014-2015 年度ＲＩ会長で「ロータ
リーに輝きを」をテーマに掲げたゲイリーＣ．Ｋ．ホアン氏は
台北ＲＣの会員であり、今回の式典に参加されるのではと思い
ます。友好を深めてきたいと思います。
行程は 23 日朝 4 時に高山出発、午後 6 時より友好クラブ歓迎
会に全員で参加します。翌 24 日は台北東海ＲＣ主催のゴルフに
1 名が参加し、22 名で玉蘭荘に訪問します。午後 6 時からの創
立 20 周年記念式典には参加者全員 23 名で出席します。翌 25 日
昼に台湾を出発し、夜 12 時頃高山到着の予定です。なお、余興
のお願いもあり、今から全員で練習して頑張って来ますのでよ
ろしくお願いします。
台湾訪問についてはここまでにしまして、ここからは私自身
の話をさせて頂きます。
昭和 60 年、菱川さんと私とで西クラブ会員になりました。一
番に推薦者に迷惑をかけない事、時間を守る事、欠席する時は
必ず事務局に連絡する事、そして、ロータリーとは、その目的
について説明されて入会しました。私の入会当時は、会員の方
の職業が一業種一名であり、自分の職業に責任を持ちなさい、
と言われました。月日が経つのは速いもので 30 年になります。
卓話など、会員になって色々勉強させて頂きました。
今から 15 年前、長男が急性白血病になり、日赤病院の先生に
｢ご長男の命は 8 時間位です｣と言われ、岐大病院へ救急車で向
かうのに同行して下さいました。そのまま入院となり骨髄移植
の話を聞く事になりビックリしました。適合する骨髄がなかな
か無いのですが、手を尽くし 70%以上の適合率の方を探します、
と力強くおっしゃっていただきました。
岐大で 6 ヶ月入院、今思うと大変でしたが皆様のアドバイス
もあり骨髄適合者があり、名古屋の名鉄病院で移植しさらに 6
ヶ月入院。1 年間全力の治療をしていただき健康になりました。
今日は危ない、という事が何回もありましたが会員の皆様に
色々と参考になるお話を伺い、今があると実感しております、
心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

＜ニコニコボックス＞
●高山中央ＲＣ 永井 信次さん
またメイキャップさせて頂きます。よろしくお願いします。
●田中 武さん、門前 庄次郎さん
・高山中央ＲＣの永井信次さん、ようこそお越し下さいました。
歓迎いたします。
・本日はニコニコ委員会担当例会で、平さんに卓話をお願いし
てあります。阪下委員長、平さん、よろしくお願い致します。
●阪下 六代さん、堺 和信さん
本日はニコニコ委員会の担当例会で、委員で卓話の名手でもあ
る平義孝さんに卓話をお願いしておりますので、皆さん楽しみ
にして下さい。平さんよろしくお願いします。
●内田 幸洋さん
田中会長、門前幹事あと 3 ヶ月ラストスパート頑張って下さい。
●菱川 正臣さん
三女香織が就職の時、妻幸子が買い与えた車を娘が嫁いでから
自転車代わりに私が使い丸 18 年間乗った車を娘が買い替えてく
れました。色は小 3 の孫娘が選んだ赤です。軽とはこの程度、
自分の人生終わりまで使う気でした。しかし 18 年の車の進歩は
ただ驚きです。毎日ウットリしながら乗っております。
●鴻野 幸泰さん
先日末娘の大学の卒業式があり、おかげで卒業させて頂きまし
た。親として責任を果たせた感じです。ニコニコへ。
●塚本 直人さん
3/23 長女の眞子が新宮小学校を卒業いたしました。あっという
間の 6 年間でした。世間の皆様、地域の皆様本当にありがとう
ございました。無事 26 年度も結べそうです。ありがとうござい
ます。
●黒木 正人さん
職員旅行、東京出張のため 2 回連続してお休みしました。その
間に結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございました。
離れて暮らす妻からとても喜んで電話があり、久しぶりの夫婦
の会話を楽しみました。また東京出張の夜、三十路の娘から初
めて彼氏を紹介され、嬉しい様な寂しい様な、いずれニコニコ
出来るようになればと思います。
●井辺 一章さん､
昨日今日と大変よい天気に恵まれありがたい事です。高校野球
に仕事もどこへやら！
●田中 晶洋さん
昨日から快晴の青空を見上げて気持ち良く仕事が出来る事に感
謝しつつ、あまりに気持が良いのでニコニコに！
●新井 典仁さん
私事で大変恐縮ですが、現在内臓脂肪を減らす為フィットネス
に通い食事制限を受けております。毎回おいしい食事を作って
下さる業者の方々には申し訳ないのですが、食事にあまり手を
つけられない事をお許し下さい。
●井上 正さん
年度末の金曜日となりましたが色々な節目を迎えます。娘は高
校に進学し、中３に進級となり、私は来年度日枝中ＰＴＡ会長
を仰せ付かりました。また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も来年度に向けて総括となります。そのた
め 13 時にて早退いたしますが、それぞれ頂いた機会、担いをし
っかり果たして参りたいと思います。
●古橋 直彦さん
神社の祈年祭出席のため、本日は早退させて頂きます。

ロータリーに輝きを

