
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2111回例会 平成 28年 12月 1日  

ソング：君が代・奉仕の理想 

行 事：クラブ協議会  諸事御祝 

 第 2110回例会 平成 28年 11月 24日の記録  

 

 会長の時間  濵口佳丈 会長

皆さん今晩は、今宵は上野
東ロータリークラブ中尾会
長を始め３人に熊野にお越
しいただきありがとうござ
います。後ほど卓話をよろ
しくお願い致します。僕も
昼に上野東さんにお邪魔し
て、しょうもない卓話をさ

せていただきました。今日の上野は、とても寒
くてギンギンに冷えてました。熊野の真冬のよ
うに感じました。最近各地で地震が起きてます
が、熊野でも土曜日に震度４位の地震が起きた
様でしたが、僕はその時間帯は浜松へ車で移動
中で感じ無かったのですが、その夜、娘が嫁ぐ

岩手盛岡から先方の両親がお見えになって、浜
松市内の料亭で顔合わせと食事会をしたのです
が、そちらの心の振動が７強位に感じました。
彼氏は、岩手花巻東高校の出身なので、花巻東
の監督さんに先方の両親の事を事前に、どんな
方か聞いてみました。両親共とてもいい方です。
濵口さんの奥様もいい方ですし問題はないです。
僕が一番の心配は、貴方です貴方。濵口さんの
事をどう伝えたらいいのか難しいって言われま
した。今日の東京は、５４年ぶりの１１月の初
雪だそうですが、その寒い中、朝から年末ジャ
ンボ宝くじを買う人が並んでました。大崎商店
で年末ジャンボ宝くじを販売してます。購入し
て下さい。

 

 幹事報告 

 
▼鈴鹿ベイロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。 
▼地区事務所よりロータリー財団クラブ参加資格認定（覚書）ＭＯＵ提出のお願いと 
派遣青少年交換候補学生募集のポスター配布のご承認のご案内が届いております。 
▼ガバナー事務所よりマイロータリーからの「手続き要覧のＰＤＦの出し方」「定款細則の最新版」
のご案内が届いております。 
▼松阪ロータリークラブよりＩＭ・ガバナー公式訪問のＤＶＤが届いております。 
▼熊野商工会議所より「新年の集い」のご案内が届いております。 
▼熊野市駅伝実行員会より、くまの駅伝大会へのご案内が届いております。 
 

 上野東ＲＣ交換卓話  中尾彰克 会長  

 
皆さん今晩は、本
日恒例になって
おります熊野ク
ラブさんと上野
東クラブとの、会
長交換卓話にや
ってまいりまし
た。お昼には、濱
口会長さんに伊

賀にお越し頂いて、卓話をして頂きありがと
うございました。本年度会長を仰せつかりま
した中尾でございます。そして、本日一緒に
出席させていただきます、出後幹事と前田フ

レンドシップ委員長、そして松本次期地区大
会実行委員長もどうしても行くと言って一緒
に来ています。どうか宜しくお願い致します。
まず私の自己紹介をさせて頂きます。私は、
昭和 30年5月 23日生まれで 61歳になります。
職業分類では瓦製造で、家業を継いで私で 5
代目にあたります。日本瓦の製造と言っても
大量生産型ではなく、社寺瓦や特殊な瓦を主
として製造し、屋根工事全般を行っておりま
す。近年では、地震が起こるたびにテレビな
どの報道で瓦は重いといわれ瓦を使われるこ
とが減少しております。瓦の歴史は１４００
年前に百済から各職人が連れてこられ飛鳥寺
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や元興寺の創建に使われていた。現在でも今
の元興寺には１４００年前の瓦が使われてい
ます。昔は住宅の格より屋根には檜皮、板、
草（芽３０～５０、麦１０～、稲２～３）が
使われていました。瓦が一般に普及したのは
江戸の大火により、瓦葺き禁止令の解除によ
り使用できるようになりました。それまでは
瓦葺きは贅沢品として庶民には禁止されてい
ました。因みに、その当時から施工方法は、
土を使わない葺き方でありました。現在では、
屋根材はいろんな材質・形状の物があり躯体
に合った屋根材が選ばれております。それも
時代かもしれませんが、メンテナンスを含め、
時代の流れに置いて行かれないように頑張っ
て行きたいと思います。自己紹介はこれぐら
いにしまして、熊野クラブさんと仲良くさせ
て頂くきっかけはご存知の方も多いと思いま
すが、上野東の当時の会長 西会長と熊野ク
ラブの東会長とが、2006年の地区大会で意気
投合したのがきっかけであります。そこで、
じゃあ友好クラブにいかがでしょうかと話が
進み今日に至っております。私が熊野クラブ
さんに初めてお邪魔したのが 2007 年 7 月 19
日に、両クラブの友好クラブ締結の打ち合わ
せに当時上野東の会長の野口章さんと、当時
幹事の私と親睦委員長であった辻さんの 3 名
で行かせて頂きました。その頃の会場は、山
の中腹にありました建物の 2 階で例会をされ
ていたと記憶しています。そしてその後熊野
さんのお誘いで、8月 17日の花火大会に行か
せていただき、大変感動したことを鮮明に覚
えています。私は視界いっぱいになる花火を
見たことがなく“こんなにすごい花火もある
のだな”と思ったほどです。鬼ヶ城からの花
火や 3 尺玉の花火、音とスケールの大きさは
今でも覚えています。また、みどり屋さんに
て、沢山の食事やお酒を頂き野口会長が酔っ
て寝てしまいこのまま見ないのかと思ったの
ですが花火の音で起きたのも覚えています。
あれから 9 年何度となく花火にお誘いただき、
又、上野天神祭にも来ていただき仲良くして
頂いております。これも地区大会が御縁であ
ったという事です。地区大会と言えば、皆さ
んもご存知の通り次年度は上野東の田山さん
がガバナーとなられます。今年度はガバナー
エレクト年度として、来年 3 月 11 日、12 日
の 2 日間、伊賀上野で会長エレクトセミナー
（PETS）を開催し、熊野の西村会長エレクト

さんにはお越し頂きます。又 4月 16日には地
区研修・協議会を開催し、会長・幹事様をは
じめ各委員長さんにもお越し頂きます。そし
て年度が変わり、10 月 14 日・15 日の 2 日に
渡り地区大会を開催します。どうか皆さんに
一人でも多くの方々の参加をお待ちしており
ます。ここで皆さんご存知ではない方がほと
んどだと思いますのでお話させて頂きます。
今から 41 年前には地区名は 2630 地区ではな
く 361地区でありました。361地区は三重県、
岐阜県、石川県、富山県の４県が一つの地区
であり、田山さんのお父様（田山敏男）が 361
地区最後のガバナーでした。次年度には 300
番台から 200 番台へ変更があり 361 地区から
261 地区へと変わりました。しかし三重、岐
阜、石川、富山の 4 県は変わらず、ガバナー
には石川県の石黒さんがガバナーでありまし
た。そして次年度 1978年 7月 1日より 261地
区が二つに分割され、石川・富山は 261地区、
三重・岐阜は 263 地区になり現在の形となっ
ています。この 263 地区初代のガバナーに高
山の森様がなられたのですが、間もなくお亡
くなりになられました。そのため、直前ガバ
ナーが引き継がなくてはならなかったのです
が、直前の石黒ガバナーは石川県の方で、261
地区のパストガバナーということで、三重県、
岐阜県の直前ガバナーという事になり第 361
地区最後のパストガバナー田山敏男さんが11
月 1 日よりアクティングガバナーと言う紹介
で 263 地区ガバナーになられたと言うことで
す。その後 11 月 11 日に下呂市で地区大会を
開催されています。から 39年前の出来事です。
そして 2017-2018 年度田山雅敏ガバナーを迎
えます。高山の森ガバナーから上野の田山ガ
バナーへ、そして今回高山中央の剱田ガバナ
ーから上野東田山ガバナーへと、両方とも同
じ子クラブ。40年後の田山雅敏ガバナー誕生
も何かのめぐり合わせの様に感じます。私た
ちクラブとしても一生懸命に田山ガバナーを
支えるべく各々の準備に会員一同一生懸命努
力しております。どうか、熊野クラブさんに
おかれましてもご協力いただきますようにお
願い申し上げます。このように今年度、次年
度共、従来の年度とは全く違った年度となり、
熊野クラブさんにはご迷惑をおかけして申し
訳ありません。この一大行事が終わりました
ら、ゆっくりとした気分でお伺いしたいと思
いますのでどうか宜しくお願い致します。 

 
 諸事御祝  

結婚記念日…糸川佳男

 ニコニコＢＯＸ 

上野東ロータリークラブ会長 中尾彰克様 

会長・幹事…上野東の皆様、本日は遠方よりお越しいただき、ありがとうございました。次年度の

ガバナー輩出、ホストクラブとして頑張って下さい。 

糸川 佳男…双子の子供も高校２年生になりました。 

赤阪俊一、大崎順敬、和田幹夫…上野東ＲＣの皆様お越しいただきありがとうございました。 

濱田 直美…上野東の皆様ようこそ熊野へ。 

井上登、森本衞、渕上訓朗、森本永年…ビールいただきます。 

 次回第 2112回例会  

12月 8日：忘年家族例会 

 会長支持率報告  松本幸恭 出席委員長 

会員数 35名  出席数 16名  欠席数 19名 

出席率 45.71%  修正 85.71% 


