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祝福 卓話 家族会 17 時 30 受付 １２月２３日に変更

卓話 野浪 正毅君 池崎 晴美氏 ホテルプラザ勝川 例会は有りません
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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・卓 話 年次総会

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

今日は、９月の第４例会の続きの話をいたしま

す。私の原点が岐阜県の山奥の八百津にあるとい

うおはなしをいたしました。昭和２５年頃小学校

へ入学するわけですが、私には兄がおりまして学

校の教科書はほとんどその兄が使っていたものを

譲り受けて使っておりました。我々の世代は、兄

弟・姉妹が多くほとんどの家庭では、上から順に

お古が回ってまいりました。教科書の内容が少し

ぐらい変わっていようがお構いなしでございまし

た。

昭和２５年頃から３０年前後、まだ終戦後１０

年たらずでございますが、学校給食が始まったよ

うに記憶しております。学校給食が始まる前は、

各自が弁当を持ってきておりましたが、昼になる

といなくなる生徒がおりました。弁当を持たせて

もらえない児童だったと後で気がつきました。

弁当を手で隠しながら食べていた児童も沢山おり

２０１1 年１２月２日（金）第２０７２回（１２月第１例会）

ました。田舎のほうのことで、食生活も貧しく、

米よりも麦のほうが多い黒いご飯を食べていた記

憶もあります。悲しい時代でした。

肉といいますとニワトリで、ブタ肉や牛肉など

はほとんど口にしたことはありません。夜、硬い

肉が出たなと思ったら翌朝かわいがっていたウサ

ギがいなくなっていたということもありました。

が、さすがに犬だけは食べたおぼえがございませ

ん。

給食が始まってからはそういうことがなくなり、

学校全体が明るくなり、皆生き生きした顔になっ

てきたような記憶があります。

ただ、給食の内容は、コッペパンとジャムに脱

脂粉乳のミルクだけだったとおもいますが、パン

の好いにおいと甘いジャムで、ほんとに昼が楽し

みでした。今でも、パンの焼ける、イースト菌の

匂いをかぎますと、当時を思い出します。

人の記憶というものは、何か自分にとってよほ

ど大きなショックか事件でもない限り記憶に残ら

ないようでございます。私の郷里は、木曾川のほ

とりにへばりつくようにありましたが、当時日本

一といわれました、丸山ダムの建設が始まり、街

の様子は一変してそうぞうしくなってまいりまし

た。昭和２８年頃のことでございます。

この後は、次回にいたします。ありがとうござ

いました。

幹事報告 幹事 北 健司君

○第３回地区未来委員会開催のご案内

日時 平成23年 12月7日（木）１６時30分

場所 ガバナー事務所

出席者 未来委員会 早川 八郎君



◎例会変更のお知らせ

豊 田 中 １２月１６日(金) １２月１６日（金）１８：００～

ＲＣ 夜間例会の為ルージュガーデン

瀬 戸 １２月１４日(水) １２月１１日（日）

ＲＣ 家族会の為

尾 張 旭 １２月１６日(金) １２月１７日（土）１８：００～

ＲＣ 家族会の為 名古屋観光ホテル

名 古 屋 北 １２月１６日(金) １２月１６日（金）

ＲＣ 家族例会の為 東急ホテル

多治見リバーサイド １２月１３日(火) １２月１３日（火）

ＲＣ 家族会の為グラアンドティアラ

名 古 屋 東 １２月１２日(月) １２月１２日（月）１８：００

ＲＣ 家族会の為

名古屋みなと １２月１６日(金) １２月１６日（金）１７：３０～

ＲＣ 家族会の為 マリオットアソシアホテル

江 南 １２月１５日(木) １２月１７日（土）

ＲＣ 家族会の為 名鉄犬山ホテル

津 島 １２月１６日(金) １２月１７日（土）

ＲＣ 家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋千種 １２月１３日(火) １２月１３日（火）１８：００

ＲＣ 家族例会の為 東急ホテル

名古屋丸の内 １２月１５日(木) １２月１７日（土）１８：００～

ＲＣ 家族会の為興正寺

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 17 名 出席率 77.3%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.1%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○久し振りにお話します。 山口 由起君

○卓話を聞くよろこびで。 風岡 保広君

○山口さんの卓話をたのしみにしています。

亀谷 鉦一君

○山口さん、お話を楽しみにしています！！

近藤 太門君

○山口さんのお話を楽しみにして。加藤 茂君

○山口サンの卓話楽しみにして居ります。

中島 宗幸君

○山口先輩の卓話を拝聴させていただきます。

中川 健君

○日本ばら会が公益財団法人の認定を受けた喜び

で。 北 健司君

○いつもホテルをご利用して頂きありがとう。

早川 八郎君

○卓話を聞く喜びで。

足立 治夫君 蓮野 美廣君 林 鑛三君

林 憲正君 林 徹君 磯野 俊雄君

伊藤 正之君 加知 康之君 加藤久仁明君

貴田 永克君 小島 啓冶君 大畑 一久君

太田 弘道君 岡田 義邦君 志水ひろみ君

清水 勲君 菅原 幹夫君 社本 太郎君

塚本 兼光君 和田 了司君 屋嘉比良夫君

山田 治君

卓話 山口 由起君

ロータリーと私

私は昭和３年６月熱田神宮の近く、熱田区新宮

坂町で誕生しました。家族は、父親が私の４才の

頃に病死し、私は７人兄姉の三男であります。家

業は母親が父の仕事を継いで、当時、三菱航空機

大江工場の社員食堂を経営し、一日７千食の弁当

を作ったと聞いております。長男は日支事変が始

まり、現役で出征し、１２年１０月８日戦死の公

報をうけました。

戦火が第２次大戦に拡大し、母親の職業は食料

統制時代となり、営業出来なくなりました。そし

て、名古屋大空襲で熱田の家も焼け出されました。

岐阜県石津村の叔母を頼って疎開し、終戦を迎え

ました。従って、当時我が家は無職で賣喰い状態

であり、次男が兵役から復員して来ましたが、た

またま疎開先の叔母宅に子供がないので望まれて

養子に行きました。

三男の私が山口家を再興する役目を担う事にな

りました。私は法政大学に在学中で、卒業後の就

職について、母親は、「お前は木材の仕事が性に合

って居る」と言って、長女の婿で、中村区選出の

市会議員で、母の良き相談者の古橋金松氏に相談

し、現在熱田区三番町の事業本部のある向い側に

当時５００坪程の製材工場を買収し、私の卒業を

待ったのであります。昭和２３年、包装用製函製

造の古橋製函株式会社を設立しました。

社長古橋金松・専務山口昭一でスタートしました。

私は杉も檜解らないので、現場作業の総て経験し

ました。

２５年５月７日、初代社長の古橋金松氏が、直

腸がんで急逝し、姉の古橋千代が２代目社長に就

任しました。初代社長の突然の訃報は、私にとっ

て物心両面で最も頼りにしていただけに暫くの間

途方に暮れた毎日でした。そんな時作業が終った

ある日の夕方、私が社の門の近くに出ますと、た

またまボロ傘を背に掛け、天眼鏡を首にぶらさげ、

いかにも 乞食たらしい風貌の老人が私の方に寄

って来て、私の顔をじっと見ながら突然「あなた

は幸運な人だ」と言う意味の事を、どもりながら、

とつとつと言い出しました。私に紙と鉛筆を用意

させ、それに「由起」と書き、この名前に改名し

なさいと言うのです。

この時私は 乞食坊主の話にのったら、「金よこ

せ」と言うにきまってると思い、笑って無視しま



した。乞食坊主は何の要求もせずに立ち去りまし

た。この頃から不思議にも幸運が舞い込んできま

した。事業の先行に不安を感じていた時、広島の

機械メーカーがチッパー機の売込みに来ました。

製材から出る廃材を従来は薪にしていたのが、電

化時代で売れなくなり、その廃材を集めて、ハー

ドボードの原料チップを造るのです。

この事業に魅力を感じ、東海地方では始めて設備

を導入しました。この仕事が現在も拡大中の我が

社の主力事業になりました。王子製紙・ニチハ等

に原料チップを納入する様になり、工場が手狭に

なりました。

３４年、伊勢湾台風で１ヶ月間操業不能の被害

を受け意気消沈の中、王子製紙の御厚情で「チッ

プ工場を造るなら松河戸の四千坪の用地を借そ

う」というお話を受け、有難くお受けし、３５年

松河戸町に、春日井市の工場誘致条例により、当

社春日井工場が竣工しました。工場拡大と共に原

料調達が問題となりました。昭和４０年１月、友

人の誘いで「中部沿岸貿易団」を結成し、バラエ

ティーに富んだ職業の代表メンバー１０名が参加

し、ソ連極東地区、ナホトカにダリーントルグ（極

東沿岸貿易事務所）が開設され、初めてバーター

取引が行われました。しかし取引は思う様に進ま

ず、私だけが日本人で始めてのチップ材の買付に

大成功し、大量のチップ材が名古屋港に入港し当

社発展に寄与しました。この時、春日井工場４千

坪の土地を買収しました。４２年９月、社長の姉

が４９歳で急逝しました。名実共に私が代表取締

役社長に就任し、名前も「由起」としました。

４７年４月、王子製紙工場長代理（ロータリー

会員）の推薦で春日井 RC に入会しました。入会

当初毎週の出席は苦痛でしたが、だんだん馴れる

と、友人と会うのが楽しみになりました。ロータ

リーに入って、留学生のホームステイを何度か引

き受け、私の長男も米国へ短期留学させて頂きま

した。

ロータリーの世界大会も、スイスのローザン

ヌ・米国シカゴ・南米ベノスアイレスドイツのミ

ュンヘン等に出席、大会よりも各地の旅行が楽し

く参加しました。

又旅行部会でも、京都・広島・四国・伊豆・鎌倉・

東京等に参加し、謡曲部会では、カナダのケロー

ナ・イタリアのフィレンツのロータリークラブで

謡曲を披露し楽しい思い出になりました。私の旅

行好きは益々進み平成１２年頃から客船飛島によ

る船旅が始まりました。

ロータリーに入会して４０年、亡くなった友

人・ロータリーを去った友人・そして現在も多く

の友人を得、素晴らしい人生を過ごして来ました。

これからも健康が続く限り出席するつもりです。

友情に感謝しながら。

（会長挨拶）

（卓話 山口 由起君）

（出席報告 蓮野 美廣君）

（会場委員長 加藤 久仁明君）


