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●会 長 田中
武
●幹 事 門前 庄次郎

大垣共立銀行

●会報委員長

高山支店

４Ｆ

＜会長の時間＞
高山駅建設の話について、本日
が最終日です。
いよいよ明日十月二十五日は開
通式という日、工事もどうにか間
に合い四人はホッとしたそうです。
高山線の開通を喜んで飛騨中の人々が沸きあがっていた前夜、玉腰
さんは徹夜で完成となった地下道の磨き作業にとりかかりました。
現在のような研磨機もなく、汗だくで手磨きすりしかないのです。
彼が懸命に床磨きをしていたとき、自宅から五十ｍ先で火事が起き
たとの知らせがありましたが、彼は責任上どうしても明朝の開通式
までに地下道を磨き上げねばならず、心を鬼にして聞き流し、徹夜
作業に専念しました。自宅が類焼するかもしれない不安に掻きたて
られましたが、ようやく責任を果たして、晴れの記念すべき開通式
に何一つ支障しなかったので、彼は安堵しました。しかし、町内で
は前夜の火事で六軒が全焼し、町内からは消化に駆けつけなかった
と白い目で見られたそうです。風呂へ行っても、床屋へ行っても
「玉
腰は高山駅が完成しても首吊るか、夜逃げするかだろう…」と非難
中傷され居たたまれなかったとの事です。
『高山線で“飛騨の夜明け”到来！』と大々的に報じられた昭和
九年十月二十五日は、飛騨ばかりか日本の歴史に記念すべき一頁を
書き加えましたが、開通を祝って数日間湧きに湧く飛騨の人々の中
に、苦労の涙にむせぶ四人の男が居たことはほとんど知られていま
せん。
駅舎建設で、四人は当時の金でニ万円の損害を出し、家屋敷を借
金のカタにそっくり取られた者、借金でその後長年苦しんだ者など
様々でしたが、そんな事情を理解した鉄道省の技官は、その後も四
人に便所や宿舎など、付属棟の建築を直接請け負わせて報いたそう
です。開通式の前夜、あちこちの沿線町村で官民あげて祝賀ムード
に酔いしれているとき、玉腰さんら四人は相談のうえ、長い間泣か
され苦しめられ続けた一番悪徒の鉄道省の監督一人を、引き揚げる
前に祝宴に招くという口実で呼び出し殺してしまおう、そして四人
揃って警察へ自首しようと決めたそうです。ところが事前にこの殺
人計画は鉄道省側に漏れてしまい、技官に説得されたため、泣く泣
く断念したという同情もあって、あとの付属棟の仕事を回してもら
うことになったのだそうです。聞くも涙の工事秘話でした。

＜幹事報告＞
◎米山梅吉記念館より
・春季例祭のご案内
日時
４月２５日(土)
１４：００～
場所
米山梅吉記念館ホール

田中

正躬

春サーファー

蜘手 康介

＜受贈誌＞
会報(高山ＲＣ)、ＲＩ日本事務局(財団室ＮＥＷＳ2015 年 3 月
号)、米山梅吉記念館(館報２５号)、(株)フジマキネクタイ
(2015-2016 ロータリーカタログ)、

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

38 名

9名

47 名

47 名

100.00%

本日

35 名

－

35 名

46 名

76.09％

＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日

斎藤 章 ４．３０
◎夫人誕生日
新田 敬義
斎藤
章
蜘手 康介
向井 公規
東
庄豪
◎結婚記念日
挾土 貞吉
菱川 正臣
脇本 敏雄
田中 晶洋
井上
正

内田 幸洋 ４．１７
悦 子
厚 子
百合香
祐 子
ひろみ

さん
さん
さん
さん
さん

Ｓ４２．４． ７
Ｓ４２．４．２４
Ｓ４６．４．１０
Ｈ ６．４．１６
Ｈ１０．４．２１

ロータリーに輝きを

下屋 勝比古 ４．１３
４．１２
４． ５
４．２７
４．２２
４．２６

例会報告
ホテルのショー（無料）が凄い！

◎出席表彰
垣内 秀文
２年
◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
・新井 典仁 ・内田 幸洋
・小田 博司 ・垣内 秀文
・鴻野 幸泰 ・小森 丈一 ・斎藤 章 ・阪下 六代
・新田 敬義 ・挟土 貞吉 ・古橋 直彦 ・門前庄次郎
・脇本 敏雄

会員スピーチ

? ミラージュホテルでの
「ボルケーノ（噴火）ショー」
? 左 「トレジャーアイランド」での
海賊ショー
? 右「べラージオ」での噴水ショー

ちょっと足をのばして
グランドキャニオンへ

田邊 淳

とっても広いプール、
砂漠にあるゴルフ場

自己紹介
昭和38年高山市生まれ 51歳
嫁＋長男（大学）＋長女（高校）の4人家族

＜ニコニコボックス＞

略歴
1987年 日本交通公社（現、JTB）に入社
1987～1998年 「岐阜支店」、「団体旅行名古屋支店」にて団体営業
教育旅行を中心とした営業。営業カバンを持ってひ
たすら営業し、添乗業務も頻繁にあり、体力勝負の
時でした。
1998～2000年 「名古屋今池店」「名古屋豊田ビル店」にて店頭営業
基本的には店頭のお客様対応。営業で動き回る生
活から、社内に居る時間が多く慣れるまで大変でした
また女性の多い職場となり、嬉しいやら悲しいやら

2000～2006年

2006～2009年
2009～2012年
2012～2013年

「中部国内商品事業部」にて商品企画・造成
国内旅行（エース）の商品造成と新商品や新た
な付加価値造成を行う。2005年愛知万博が、
同部署在職中での最大のイベントでした。
「四日市支店」業務課
人物金の管理を主とした業務
「㈱高山エース旅行センター」へ出向
「中部提携販売事業部」管理部
中部7支店を束ねる事業部での管理業務。特に
不良債権処理は頭の痛い業務でした。

●田中 武さん、遠藤 隆浩さん
本日は会員スピーチです。新会員 田邊 淳さんにお願いしてあ
ります。仕事柄海外でのエピソードなど楽しみにしております。
よろしくお願いします。
●田邊 淳さん
大学生になった息子の引っ越しが無事終わりました。これから
学費や生活費など大変ですが、何とか充実した学生生活を送っ
て欲しいものです。本日は新会員のスピーチをさせて頂きます。
拙い話ですがよろしくお願いします。
●平 義孝さん
先週の例会はニコニコ委員会担当で、阪下委員長に台北東海 20
周年記念式典参加についての話をして、あとは何でも良いから
と言われ、私の個人の話で申し訳ありませんでした。皆様に感
謝して。
●斎藤 章さん
今月 23～25 日まで 2014-15 年度の大きな行事であります台北東

2013年～

㈱高山エース旅行センター代表取締役

おすすめ観光地
おすすめの基準（個人的な考えです）

街（都市） ＋ 自然

海ＲＣ20 周年への公式訪問が行われます。居残るメンバーとし
て物心両面に渡る支援を必要と思われるので皆様よろしくお願
い申し上げます。
●鴻野 幸泰さん
いよいよ新年度 4 月に入りました。高山祭り、古川祭り、そし
て選挙まつりと 4 月も騒がしくそして忙しい月になりそうです。
●蜘手 康介さん
2 ヶ月間休会させて頂きましたが今日よりまたお世話になりま
す。休会中、新井さんにはご迷惑をおかけし申し訳ありません

青い海・青い空の下、自然をゆっくり満喫できる
かつ
街での買い物、グルメ、イベント、ナイトスポットを楽しめ

でした。これからもよろしくお願い致します。

ロータリーに輝きを

