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＊米山記念奨学会より ハイライトよねやま 

＊ガバナー事務所より 

・第２回クラブ研修リーダーセミナー開催につ

いて 
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第１９６６回例会 

会長挨拶                          2019－20年度 和田良一会長 

僕の本職は肉屋であります。豚コレラの事も話したいと思います。肉屋で一番消費者が売った僕たち

に尋ねられることが、国産牛肉と和牛と飛騨牛のどこが違うのか、と一番聞かれます。要は輸入牛肉は

外国で生まれ、外国で育って肉で持ってきたのが輸入牛肉です。国産牛肉は日本で一番多いのはホルス

タインです。ホルスタインはもともとアメリカから来ていますが、日本で育ったのが国産牛肉。先祖は

アメリカでも育ったのが日本ならどこの国で生まれても育ったのが日本あら国産牛肉と言います。国産

牛肉のホルスタインのオスは一番安いです。どうして作るのかと言いますと酪農家は後継者が沢山いる

時は必ず和牛、例えば飛騨牛と交配させます。そうするとオスが出ようがメスが出ようが高く売れます。

もちろん肉牛になっていきます。ところが後継者がいない、今度生まれた牛は後継者にしたい時はホル

スタインとホルスタインで交配させます。メスが出た時は大喜びで、育てて乳牛にします。ところが運

悪くオスが出るとそうすることも出来ません。育てて安く手放すのが現状であります。普通は酪農家も

高く売りたいばっかりですので、飛騨牛の種を掛けるのは本当に普通であります。ただ牛が子供を産む

のは人間と一緒で、10才くらいまでは大丈夫です。中には 12才まで生ませる優秀な母牛もいます。普

通は 10年使うと牛はダメになるので後継者を育てます。牛は毎年産ませないと乳の出が悪くなるので、

毎年産ませます。普通は 10年間産むので、何年後かに飛騨牛なり、良い牛の種を掛けて高く売ります。

それをＦ１といい、絞殺種という名前になります。その上に来て、和牛というのは、日本古来からの牛

で、その中でもとにかく各県が牛や豚を品種改良を件で行っていて、一生懸命良いものを作っていくと

云う事で、有名なのは、松阪牛や神戸牛などあります。飛騨牛も日本ではトップクラスです。しかし今

は少し霜が入りすぎるくらいです。うちもほとんど飛騨牛を中心に売ってはいますが、ちょっと仕入れ

が高すぎて儲からないです。飛騨牛で儲かるのは、子牛の生産農家です。1 頭 80 万や 90 万で売られ、

法外な値段がついております。3年も餌を食べさせて、売る時も 110万だったとか、良いのに当たれば

200万から 250万になることもあります。餌代も出ないような飛騨牛も出来ています。等級は 5等級ま

であります。5 の中でも細かいランクはあります。岐阜県の飛騨牛は梶原さんの時ですが、岐阜県中、

日本、世界に対して、日本牛で行くか飛騨牛で行くかと云う事で、イメージ的に飛騨の匠と云う事もあ

って、岐阜県で生産されたのは飛騨牛となりました。等級が 3等級以上なら飛騨牛となります。松阪牛

は地域で分かれていますが、飛騨牛は甘いので少し張り合いないです。4等級以上が飛騨牛でもいいの

ではと思いますが、生産者を助けることになるのかもしれないです。ランクで分かるので、高い牛は物

もいいですし、仕入れも高いです。高い牛ほどロスも少ないし、売る方も真剣になってやりますので、

すごい儲けは出てこないですが、何とかなるという感じです。時間がありませんので、今日の話はここ

まで致します。 

 

会員卓話（公共イメージ委員会）               公共イメージ委員長 三島一貴君 

 初めての担当例会となります。理事会でも相談しましたが、今月はロータリーの友月間になり、この

委員会は郡上長良川ロータリークラブを発信していく委員会でもあります。石徹白さんが前年度に会員



向けのアンケートをされておりました。興味があって見させて頂きました。公共イメージと云う事で外

部の人から郡上長良川ロータリークラブがどう思われているのか、聞いてみました。方法はインターネ

ットでアンケートを作りました。僕のネットワークを使って、２０代～４０代までの方にアンケートを

送りました。総勢２２名から回答をいただきました。その結果を報告致します。 

アンケート内容は、性別で全員男性でした。年齢は 20代が 3人、30代が 11人、40代が 7人でした。 

20代 30代の方は将来はいってくれそうな方です。40代は声を掛けられている方もいると思います。 

１．国際ロータリーを知っていますか？知っているが 18人、知らないが 4人でした。知っている人が

いるのがビック知りました。 

２．郡上長良川ロータリークラブを知っていますか？ 知っている 21人、知らない 1人でした。 

３．知っていると答えた方に、何故知ったか教えて下さい。  名前を聞いたことがある 7人、活動

に参加したことがある 1人、知り合いが入会している 16人、誘われた事がある 1名でした。残念なが

らネットで見たことがあるは 0でした。この質問は選択制にしてありました。 

４．郡上長良川ロータリークラブが行っている活動を知っていますか？ よく知っている０、少し知っ

ている 2人、あまり知らない 14人、全く知らないが 6人でした。名前を聞いたことはあるが何をして

いるのかはほぼ知らないという現状です。 

５．知っていると答えた方に、どの活動を知っているか教えて下さい。 ボランティア活動、ヨガ教室、

毎週集まっているらしい、でした。ロータリークラブとはボランティア団体だと思われています。ヨガ

教室についてはＪＣの理事長が見えた時がヨガ教室だったからだと思います。 

６．郡上長良川ロータリークラブのホームページを見たことがありますか？ あるが 8 人、ないが 14

人でした。 

７．フェイスブックを見たことがありますか？ あるが 3人、ないが 19人でした。 

８．郡上長良川ロータリークラブの会報を見たことがありますか？ 見たが１人、ないが 21人でした。 

９．郡上長良川ロータリークラブをどう思っているか教えて下さい。 ・奉仕活動団体 ・奉仕活動を

されている団体だと認識している ・奉仕の心を持った素晴らしい団体だと思います ・素晴らしい団

体 ・郡上に必要な団体だと思う ・明るくて楽しそう ・毎週例会があるのは大変そうだ ・実施を

把握していませんが、食事会が多いときいたことがある ・わからない ・何もわからない ・あまり

理解していません。 

10．郡上長良川ロータリークラブに誘われたら入会しますか？ 少し考えたいが 6名、素直にするとい

う方は 0でした。残念ながら名前も住所も分からないので、誘うことはできません。しかしながら地域

で活動されている人の中には、誘われれば考えてくれる方もいるので、会員増強につながるのではと思

います。 

このような形でアンケートを取らせて頂きました。このクラブがどのように世間に思われているか、今

回は僕の知っている範囲内のアンケートになりましたので偏った意見かも知れませんが、ＨＰを見たこ

とがないという意見もありましたので、委員会としての検討課題としてできます。このクラブが何をし

ているか、地域の人に知っていただくことが重要だと思いました。名前だけは知られているので、実態

が分からないのでは一生懸命活動していても寂しい気持ちになります。活動をどの様に広めていくのが

これからの課題だと思います。これからの活動に結び付けていただければと思います。このアンケート

は残してあるので、皆様のネットワークを使って、50 代、60 代の意見を聞いてみるのもいいのかと思

います。 

 

会員 3分間スピーチ（父・母について）       

和田智博君  父は７４歳、母が７１歳で同居しております。父は恩地で５人兄弟の真ん中で生まれ、

母は干田野で３人兄弟末っ子として生まれています。出会いは知らないですが、看護婦と事務長ですの

で社内恋愛だと思います。父は当初始まったばかりの鷲見病院に務めていました。小さい頃の記憶では

毎晩 家に居なかったです。中学の頃聞いた話では、理事長だった純朗君のお爺さんに毎晩飲み屋に誘

われて飲んでいたそうです。毎晩飲んで帰ってきて、吐いていた記憶が強いです。昼は仕事、夜は出掛

けて、日曜日は自分の時間なのか家に居なくて、幼稚園、小学校の頃、親父と遊ぶのは土曜日の昼から

の数時間だけでした。母親は看護婦で、物心ついたころは楠医院に努めていました。忙しい人で、小さ

い頃は祖父母といた記憶があります。そんな２人がリタイアしまして、２人で毎日 畑に行き、今年は

これが駄目だった、来年はこれにしようと話し合っています。当時夫婦は仲良くなかったような気がし

ますが、今はハードディスクに録画したものを２人で声をあげて笑って楽しんでいます。 

尾村忠雄君  父は 20 年くらい前に亡くなり、2，3 年前に 17 回忌法要を行いました。檀家が会員雄

旭美香さんの悲願寺でありまして、お母さんの緑さんに来ていただきました。なぜ行ったか、僕の兄弟

が中々家に来ることが少なくなり、那留や遠い所にいる兄弟もいます。家に寄りつかなくなったことも

あり、兄弟に来てもらいたいと思いまして、17 回忌の法要を行いました。自分自身孫も 8 人おります

が、甥っ子姪っ子なども来て多くなりましたが、17 回忌ですので親せきは呼ばず、兄弟の子や孫たち



だけで行いました。法事をすると云う事は大変な事ではありますが、それ以上のものがあるなと思いま

した。それは近い人が集まって色々な話ができます。隣近所も大事ですが、自分の家庭がしっかりして

いて色々な事が出来るのではないかなと思っています。 

母は大西組へ行っており、事故で亡くなりました。僕が 24，5 歳の頃です。父親の 17 回忌の法要で

したが、母親の話が出ると涙が出てきました。やはり母親の力は大きいなと思いました。 

 

ニコＢＯＸ                         ニコＢＯＸ委員会 石徹白秀也君 

和田君 先日のパスト会長会に出席の皆様、慎重審議をしていただきありがとうございました。秋だと

いうのに暑い日が続きます。体には十分気を付けましょう。 

三島一貴君 本日、初めての担当例会卓話です。よろしくお願いします。 

藤代君 羽土君、いつもありがとうございます。またお願いします。 

小島君 先日（９/８）名古屋で高橋真理子さんのコンサートに行って来ました。良かったです。 

鷲見君 今年度初の出席です。今年度もよろしくお願いします。 

山口君 純朗君久しぶり。 

松森君 今夜は操法大会の練習のため、お先に失礼します。 

井俣君 土曜日、日曜日と娘と旦那と三人で箱根に行って来ました。良い天気で楽しんで来れてよかっ

たです。 

佐藤君 稲刈りが済みました。 

山下君 多忙な日々に感謝です。40代の時より今の方が頭を使っています。これからどうなるか楽し

みです。 

畑中君 ごめんなさい。今は空の上。 

三島昭君 ＩＭの打ち合わせ、パスト会に欠席で申し訳ありませんでした。 

石徹白君 平穏な毎日を過ごしております。ありがとうございます。 

以下同文 三島勲君、和田智博君、宮川君、羽土君、尾村君 

 

次回例会予定              

９月２４日 高鷲例会（ひるがの高原）    １０月 ９日 会員卓話（出席委員会） 

１０月 ２日 呉君 卓話           １０月 

 

出席報告                          出席委員会 寺田正実君

 

 会員数 出席者数 欠席者数 補正者数 

第 1964 回 ３５名 ２４名 ９名 ２名 

第 1965 回 ３５名 ２１名 １３名 １名 


