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第 2157 回 平成 22 年 9 月 9 日 第 2 木曜日 

       I.M.報告 

  

 

 

 

＜前回の記録＞ 

第 2738回 令和 3年 10月２１日 木曜日 

   外来卓話   郡上八幡産業振興公社 

               尾藤 純様 

 

司 会 進 行 河合和也副 SAA 

点 鐘 和田英人会長 

ソ ン グ それでこそロータリー 

来 客 紹 介 和田英人会長 

郡上八幡産業振興公社 理事長 尾藤 純様 

支援金授与 和田英人会長 

郡上市サッカー協会 事務局 河合弘信様 

 

 皆さん、こんにちは。郡上

市サッカー協会事務局の河

合弘信と申します。宜しくお

願いします。只今は、郡上八

幡 RC 杯ミニサッカー大会に多大な支援金を頂きま

した。厚く御礼申し上げます。今後共、郡上市サッ

カー協会の活動にご理解・ご協力をお願いして、御

礼の挨拶とさせて頂きます。どうもありがとうござ

いました。 

出 席 報 告 山下友幸出席担当責任 

 

ニコＢＯＸ 林 健吉クラブ奉仕委員 

・尾藤様、本日は宜しくお願いします。 

ゴルフ同好会の皆様、おめでとうございます。 

チャリティーゴルフ決勝大会も頑張って下さい。  

和田英人 

・尾藤先生 本日の卓話楽しみにしています。宜し 

くお願いします。          畑中伸夫 

・尾藤新理事長、卓話宜しくお願いします。 

前田伊三夫 

・本日は宜しくお願いします。    尾藤 純様 

・10 月 16 日の中学校野球大会では、和田会長、畑

中幹事、山下君には大変お世話になりました。あ

りがとうございました。       竹内巧治 

・第 78 回東海北陸道グループ親睦ゴルフ会に参加し、

各クラブとの親睦を深めて参りました。成績優秀

で団体優勝して帰ってきました。 ゴルフ同好会 

・10 月 18 日の親睦ゴルフ会で個人優勝しました。

ありがとうございました。      遠藤一史 

・会員誕生日、婦人誕生日のお祝をありがとう。 

                   田中義久 

・結婚記念日のお祝をありがとう。 

             岩尾 誠・小笠原正道 

・外来卓話 尾藤 純様 宜しくお願いします。 

 楽しみにしております。 

林 健吉・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜 

可児一彦・河合和也・川井昭司・國田大雄 

三原慎也・水上成樹・森下 光・村井裕孝 

小笠原正道・酒井智義・坂本 仁・竹内巧治 

田中義久・渡邉 剛・山下友幸 

幹 事 報 告 畑中伸夫幹事 

・ガバナー事務所より 100 年史クラブアピール依

頼 

・ガバナー事務所より日本経済新聞社 10 月 22 日

朝刊全国版一面広告掲載についてのお知らせ 

・ガバナー事務所より第 2780 地区「世界ポリオ根

絶サミット inⅮ2780」のお知らせ 

 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

39 名(免除 2 名) 23 名 8 名 31 名 83.8％ 

＜次回の予定＞ 

第 2741 回 令和 3 年 11月 11 日 第 2 木曜日 

 米山奨学生卓話  ユン ジェジョン君 

      

          尾藤 純様 

          

         西村 肇会員 

 

   会長卓話(林 健吉会長) 

 

        

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2739 回 令和 3 年 10月 28 日 第 4 木曜日 

  会員卓話  田中義久会員 

        村井裕孝会員 

       

 

 

          

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    



・ガバナー事務所より第 1回会長主催会議 YouTube

視聴のご案内 

・地区事務所より 9 月地区増強状況報告書 

・地区事務所より職業奉仕委員会セミナー式次第 

・関中央 RC より例会変更・休会のお知らせ 

・美濃 RC よりゴルフ会お礼 

・美濃 RC より IM 開催のご案内 

・郡上市軟式野球連盟より試合結果 

・ぎふ犯罪被害者支援センターより講演会のご案

内について 

＜拝受＞ 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」 

259 号 

委員会報告 

國田大雄親睦委員長 

・新会員歓迎会のお知らせ 

平岩憲政米山奨学委員長 

・奨学生についての報告 

会長の時間 和田英人会長 

 

 尾藤さん、本日はようこそ。卓

話、よろしくお願い致します。 

 今月に入り、やっとロータリー

活動が再開され始めました。先ほ

ども話がありましたが、親睦ゴルフ会で優勝する

ことができました。これで優勝すると、ガバナー

杯チャリティーゴルフ決勝大会へ出場できるとい

うことになっていましたので、その権利を獲得し

ました。4 名の方が選手として出場しますが、ま

た優勝目指して頑張って下さい。 

 先週の土曜日には郡上八幡 RC 旗争奪中学校野

球大会がありました。残念ながら今年の参加は 2

チームで、少し寂しい大会でした。でも、試合と

しては大変白熱して、特別延長戦で八幡・郡南の

合同チームがサヨナラ勝ちをしました。野球連盟

の方とお話をしましたが、中濃地区でもチームが

少なくなってきているそうです。会長・幹事会の

折に美濃、関の方にもお話しして、来年は参加チ

ームが増やせるといいなと思います。当日は、竹

内さん、山下君にもお世話になりました。ありが

とうございました。 

外 来 卓 話  

郡上八幡産業振興公社 理事長 尾藤 純様 

 

 只今ご紹介頂きました、郡上八幡

産業振興公社理事長の尾藤です。今

日は貴重なお時間を頂きましたの

で、公社の宣伝ということでお話を

させて頂きます。 

 産業振興公社は、今から 22年前にこのクラブの会員

の田中さんが作られました。私はその 2 年後、第 2 期に

監事として携わらせて頂きました。産業振興公社の沿革

ですが、1999 年に立ち上げまして 2013 年に公益法人制

度の改革があり、その時に一般財団法人：郡上八幡産業

振興公社になりました。当時は八幡町でしたので、商工

会、観光協会、町づくり協議会、様々な金融機関など色々

なところから出捐金を頂いて資金を作って郡上八幡産

業振興公社が設立されました。当初は町の職員に入って

頂いて、支援を受けてやっておりました。徐々に町から

多くの施設の管理委託を受け、当時は観光がどんどん良

くなっていく状況でしたので、お金も入ってくるように

なりました。それで町の方から、町からの支援ではなく

て自分達で自立できるようにしてほしいということに

なりました。そこで、町から受託している施設の管理だ

けでなく色々な物を販売したり、ちょっとした食事を提

供したりして利益を出すようになりました。そうしたと

ころ 2009 年に市からの派遣が一切なくなり、そのため

公社の職員だけで運営するようになりました。当初から

やっていることはそのまま続いておりますが、大きく公

社が変わった一つとして空き家対策があります。町内に

空き家がどんどん増えていくという状況で、公社として

空き家対策をやっていったらどうかということになり

ました。初めは日吉町にある伊之助を実験的に空き家対

策として、町づくりで小さな物を売ったり観光客相手に

案内をしたりしていました。一番大きなきっかけは新町

の「町家 玄麟(げんりん)」です。稲葉様の広い大きな

空き家を公社が買うことになり、そこから空き家対策を

どんどん進めていくことになり現在に至っています。そ

もそも財団法人ですので、産業振興にかかわるイベン

ト・コンベンションならびに新たな観光開発事業を積極

的に展開し、水と踊りと心のふるさと郡上八幡の発展を

目指すと共に、観光交流を機軸とした産業振興を図り、

豊かで活力ある郡上八幡作りに寄与することを目的と

しています。これは当初から変わっておりません。観光

振興が中心なんですが、町づくり関係の空き家対策にも

どんどん力を入れていっています。調子がいい時はそれ

で十分やっていけますが、貯えたお金で玄麟を買ったり

虎屋の後を購入したり、そういうことをしていたらやは

り資金がゼロになり、結果的に今やっている平野本店の

開発で借金をすることになりました。それでも観光産業

の調子が良ければさほど大きな問題ではなかったので

すが、コロナで収入がほぼゼロになり、内部留保がない

ので今は非常に大変な状況になっています。公社の実際

の事業項目は次のように決まっています。 

1.産業振興にかかわるイベント・コンベンション 

及び新たな観光開発事業の実施 

2.観光交流を機軸とした産業振興に関する情報 

3.郡上八幡旧庁舎記念館等の郡上市から委託され 

 た施設の管理運営 

4.関係機関及び関係団体の産業振興に係る諸事業 

への協力 

5.地域特産品の開発及び販売促進に係る事業 

6.その他前条の目的を達成するために必要な 

事業 

これらが定款で謳われていますので、空き家対策を公社

で行うのが本当にいいのかどうか、というのは正直理事

長になった今でも思っています。でも、やっている以上

は途中で止めるわけにはいかないので、公社全体がもう



一度復興できるようにしていきたいと思います。公社の

組織というのは、私は理事会の中で互選された理事長な

のですが、理事会を誰が選ぶのかというと、評議員会と

いうのがあります。評議員会のメンバーは、この公社を

作るにあたってご寄付を頂いた色々な団体から選ばれ

た方達です。この評議員会の中で何人かの理事の推薦を

受けます。評議員はどうやって選ばれるのかというと、

これが面白いもので評議員は評議員が選ぶという規約

になっています。会計監事と事業監事ということで監事

が 2 名おります。事務局長が 1 名いて、実質的な運営を

この事務局長が行っていくのですが、ここしばらくは正

式な事務局長がいなくて、元々は市からの派遣で事務局

長がいたのですが、市からの派遣がなくなりプロパーで

事務局長をつくってやっておりました。しかし、再生し

ていくためには、優秀な事務局長をスカウトして体制を

整えていく、というのが理事長としての私の課題です。

その他に、指定管理の事業部、営業開発でここに空き家

対策があり、総務というような形で現状は動いています。

公社の関連施設として旧庁舎記念館があります。そもそ

も公社を作るにあたって、なぜ公社が必要になったかと

いうと、今は旧庁舎記念館になっている八幡町役場が愛

宕へ移転することになり、古い庁舎をどうするかという

ことになりました。取り壊して駐車場にしようという話

がたくさんありましたが、文化財的価値もあるので何と

か残そうということになりました。色々な人と協議をし

て、これを残していくためにはどうするか。ただ残すだ

けではなく、どう活用するか。そのために産業振興公社

という財団法人を作って旧庁舎を運営していこう、とい

うのがきっかけで産業振興公社ができました。今も事務

所がありますが、旧庁舎記念館が産業振興公社のベース

となっています。その他に受託施設として、殿町の博覧

館、八幡城と城下町プラザ、せせらぎ街道の宿たかお、

郡上八幡駅があります。これらは市からの委託を受けて

いる施設ですが、この他に公社直営の施設もあります。

町家ステイといって、古い町家を公社で改装して、一棟

貸でそこにお客さんに泊まって頂きます。町家ステイの

施設として、甚一、蘘荷渓房(じょうがけいぼう)、やな

かの大助があります。虎屋さんの跡地に今はカンミナと

いうラーメン屋さんがありますが、そこも公社が買い取

って空き家対策として活用しています。町家玄麟には、

居酒屋さんなどが入っていますが、そこも公社が買い取

って運営しています。もしよろしければ、八幡城とか博

覧館など八幡の人でもあまり行かれていないと思うの

で行ってみて下さい。八幡城など今一度入って頂くと、

懐かしさとか八幡全体を俯瞰して見えるのでいいかと

思います。博覧館も、こんなものがあったのかと面白い

と思います。まずは地元の人に愛してもらえるような施

設にしていこうということで、職員一同で中身の色々な

見直しをさせて頂いています。 

空き家対策事業として直営で運営しているいくつか

の施設がありますが、大きく多目的な活用と町家ステイ

ということでやらせて頂いています。多目的な活用とし

ては、先ほども言いましたが新町にある町家玄麟で、今

は焼き鳥屋さんが正面に入ってみえます。その裏は地ビ

ールのこぼこぼさんが運営されています。もうひとつ奥

に入ると NPO があったり、町家対策の本部があったりし

ます。こういった所も多くの方にご活用いただくと、公

社としてもありがたいです。玄麟という名前ですが、稲

葉さんの持ち物であったこの建物は、元々は漢方医のお

医者さんの家でした。ここを買い取って色々片付けてい

たら、その中から薬箱のようなものが出てきて、そこに

玄麟という名前がありました。どうもここを玄麟と呼ん

でいたということで、この施設を町家玄麟として運営し

ております。その他に、草石庵(そうせきあん)というの

がラーメン屋さんが入っている旧虎屋さんで、ラーメン

屋さんの裏には不定期ですがウイスキーとかカクテル

を出すお店に入って頂いています。その裏に宿泊施設と

して草石庵を作ったのですが、消防法の関係で宿泊施設

として使うことができず、今は空いています。ロケーシ

ョンとしてはここが一番いいので、皆さんにぜひ使って

頂きたいと思います。やなかの大助はやなかのこみちを

入った所にあり、一棟貸で泊まって頂けます。非常にい

いロケーションというところでは蘘荷渓房です。ここは

都会の方に泊まって頂くと、非常に喜ばれます。郡上八

幡で泊まってみたいという方には、ぜひご利用頂きたい

と思います。 

 皆さんにひとつお願いしたいのは、今進めている平野

酒造の跡地の開発です。ここは国から 4 千万円の補助金

を頂いて開発をしましたが足りなくて、公社も大きな借

金をして開発をしていましたが、今止まっています。非

常に厳しい状況ですが、ここを成功させないと公社のこ

れからがありませんので、ぜひ成功させたいと思います。

平野さんのご自宅が今お店をしているところにあり、そ

の裏の酒蔵のある場所全体の開発を今進めています。何

件かは既に入ってみえて、入り口の所は紙刃楽さんが紙

や刃物を売ってみえて、こちらでコーヒーショップを運

営して頂いています。下の方には 8 つの細かいブースや

空き地があり、これから様々なことに活用していく予定

です。来月の 20、21、23 日頃にイベントを開きたいと

思っています。実験的にどのようなお店が入ったらいい

のか試してみたいと思います。ぜひ皆さんにもお越し頂

いて、色々なアイディアを頂きたいと思います。公社が

単独で行うのではなくて、町の人、市民の皆さんにたく

さんの意見を頂いて活用していきたいと思います。皆さ

んの絶大なるご支援やご協力を賜りたいと思います。 

 簡単ではありますが、公社の理事長としての私のお話

しとさせて頂きます。どうもありがとうございました。 


