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クラブ会報委員長

長谷川修

関中央ロータリークラブ会長テーマ

「One for all, All for one.
協力しあい成長するロータリー！」

本日のプログラム 第 1998 回例会 2019 年 12 月 5 日（木）
「年次総会・懇親会」 ／
担当 会長・幹事・親睦活動委員会

前例会の記録
「Ｃ．Ａ

第 1997 回 2019 年 11 月 28 日
（木）

地区大会報告」

担当 会長・幹事

した。どんな報告を聞かせて頂けるか楽しみにして
おります。
本当に、この 1 か月は色々と行事が詰まってしま

＊国歌「君が代」斉唱

って、一つ一つ、細かくご報告をさせて頂きますと、

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

それだけで例会の時間を費やしてしまいますので、

＊４つのテスト唱和 Ｒ情報委員会

簡単にご報告させて頂きますが、10 月 21 日には当ク

＊会長あいさつ

大藪太委員長

吉田和也会長

ラブがホストを致しました、東海北陸道親睦ゴルフ

久しぶりの例会場での例会となります。10 月の終

会が無事に終了致しました。競技に参加された皆様

盤から 11 月は、色々と行事が重なってしまい、大変

はもとより、受付の対応をして頂いた会員さん、又

忙しいスケジュールとなってしまい誠に申し訳ござ

本当に御尽力を頂きました、事務局さんには心より

いませんでした。

感謝申し上げます。成績の方は、私は全く活躍でき

本日は、クラブアッセンブリーで 11 月 16 日～17

ませんでしたが、団体の部では皆様のお力で見事優

日に三重県の津市に於いて行われました、地区大会

勝に輝き、又壮年の部に於いては、山田文夫さんが

の報告でございます。後程発表者の皆様は宜しくお

優勝されました。又、チャリティーに於きましても、

願い致します。倍賞千恵子さんのとても感動した記

皆様から大変貴重なお浄財の義援金を 89,200 円頂き、

念講演や、辻ガバナーが特にお力を入れて見えたと

以前の中村副市長を通じて関市の方にお渡しするこ

思われる、RI 会長代理ご夫婦を歓迎しての「総天然

とができました。

色食堂」
、又大会終了後の参加者での懇親会等、皆様

又、11 月 2 日には長良川流域連携クリーン作戦が

との親睦も深められ大変有意義な地区大会となりま

行われ、今年は瀬尻スポーツ少年団の参加はありま

せんでしたが、長良川環境レンジャー協会の方々と、

2 時 45 分からの講師 所功教授の記念講演を拝聴し

市役所の方と、河川のゴミ拾いを致しました。かな

たかったのですが、そこにも間に合わず、結局クラ

りバーベキューの後のゴミがあり、市民に向けて、

ブの懇親会からの参加となりました。

自然環境の維持の大切さをアピールしなければと思
いました。

2 日目の 17 日収容人員は 1500 名程で朝から本会議
に出席、大会特別委員会報告そして大会決議採択の

又、11 月 3 日には森林整備例会があり、例年参加

後、倍賞千恵子さんの記念講演を楽しく拝聴させて

して頂いています、関商工インターアクトクラブと、

頂きました。その後、郡上八幡ロータリークラブの

今年度、財団の補助金事業の中での参加の NPO 法人

100 歳を迎えた大畑さんの特別招待によるご登壇が

子援隊より一人親家庭の皆様にもお越し頂き、5 月に

あり、少しお話をされましたが、その壮絶な人生を

田植えをしたお米のおにぎりを食べて頂き、こんに

歩んでこられた大畑さんの世界平和を願うロータリ

ゃくの調理、ポン菓子等、自給自足や自ら調理して

ーに対する夢を語られ非常に感動しました。大畑さ

食べ物を作る大切さの、食育について学んでもらい、

んは 60 歳からロータリアンとして活動され、現在ま

又、自然観察で遊歩道を歩き、自然に触れ、豊かな

で皆出席ということですからさらに感動です。昼か

里山の重要性について何か感じて頂けたと思います。

らは大昼食会がセットされていたようですが、大畑

そして、最後に 40 周年の記念に発刊致しました「森

さんのお話の後、子どもの野球大会で京都に向かう

に帰ったクジラ」の絵本をプレゼントさせて頂きま

予定がありましたので、会場を後にさせて頂きまし

した。これらの事に関しまして、子援隊の児童より、

た。

先日感想文を頂いております。どんな感想が書かれ

石原 妙生君

ているか楽しみです。後ほど、メールにて皆様にお
届け致しますのでご覧になって下さい。

2019～2020 年度の地区大会の報告を致します。
私の担当は主に一日目の様子をお話ししたいと思い

そして、11 月 9 日には第 34 回岐阜県中・東濃地区

ます。11 月 16 日は大変良い天気に恵まれ、皆さんで

インターアクト協議会が関商工会議所に於いて行わ

バスに乗って会場へ向かうのは、まるで旅行の様な

れました。この件につきましてもインターアクト委

気分でした。

員長をはじめ会員の皆様方には大変なご尽力を頂き、

会場は津市産業・文化センターで通称「サオリー

又事務局さんには、会場手配から、食事の用意、そ

ナ」と言い、あのレスリングで有名な吉田沙保里さ

の他いろいろと細かな所までお力を頂きまして、皆

んにちなんで名づけられた施設です。交通アクセス

様のお蔭様をもちまして、無事に協議会が開催でき

の良い、駐車スペースも広く、建物も大きな施設で

たことを本当に感謝申し上げます。色々と此処の所

参加者が 1,500 人位でも狭さは感じませんでした。

の事業に関し、皆様のご協力に感謝申し上げまして、

オープンニングは三重大学吹奏楽団による演奏で

本日の会長挨拶とさせて頂きます。

「国体のイメージソング」や「上を向いて歩こう」

＊Ｃ．Ａ

等素晴らしい演奏により始まり、開会・点鐘となり

長谷川

地区大会報告
修君

ました。一日目のメインは、現在 京都産業大学名誉

11 月 16、17 日と 2 日間に渡り行われました地区大

教授の「所 功」先生の「「令和」改元の画期的な意

会は、津市産業・スポーツセンター（サオリーナ・

義」の題での講演です。所さんと言えばテレビの皇

メッセウイングみえ）にて開催されました。施設の

室関連の番組等で良くお見かけする大変有名な先生

名前がたくさんあるかのように思いますが、津市産

です。

業・スポーツセンターが施設名で、その中にメイン

先生は、元号は独立のシンボルであると言われ、

アリーナ・サブアリーナ・武道場をサオリーナ、展

今までの元号は中国の書物である「漢籍」から引用

示場をメッセウイングみえという複合施設です。

されていたが、今回の「令和」は日本国書である「万

初日、私は仕事の都合で本会議からは出席できず、

葉集」からの出典でありました。「令和」の意味は、

令は善なり つまり良いこと。和は譲り合うとか穏や

容で良かったです。今後もより多くの会員が参加で

かという意味で、出典者の中西進博士は令和の意義

きると良いと思います。

を、
「麗しい和の精神を世界に広めていくことが次代

古田 博文君

の日本人の務めだ」と書いておられます。
所先生はロータリーに例え、ロータリーのシンボ

今回の地区大会参加は久し振りの事で、実は倍賞
千恵子さんの講演を聴くことがその主な目的でした。

ルは歯車です。お互い相手の立場を考え、譲り合い、

彼女の声は美しく澄んでいて「下町の太陽」、
「さよ

歩調を合わせないと上手く回らないから、
「和の精神」

ならはダンスの後に」などなど私の高校時代の作品

が大事であると言われました。私も大変感銘を受け、

でありました。その後彼女は色々な映画に出演され

その事を意識したいと考えています。

ました。

そのあと、学生のスピーチがありましたので印象

その中でも高倉健さんとの共演作の「幸せの黄色

に残ったことを紹介します。一人目はオーストラリ

いハンカチ」「駅、ステーション」「遥かなる山の呼

アからの受入交換留学生の「ルヴィ」さんは、現在

び声」など何度も見て台詞まで覚えてしまいました。

多治見西高で勉強しています。ホストファミリーの

その他「家族」
「故郷」「同胞」などすばらしい作品

家族の結婚式に出席したり、北海道へ修学旅行に行

が沢山あります。本物を見たのは初めてでさすがに

った話等、大変面白い表現の日本語を使い話してく

「花」があると感じました。全く気どりがなく、優

れました。将来は国際親善大使として、この経験を

しさがにじみ出ます。

活かしたいと頼もしい事を言っていました。

講演の中で山田洋次映画監督が書かれた本の一部

二人目は日本人でアメリカのオハイオ州へ交換留

を朗読されました。フーテンの寅こと寅次郎と妹さ

学した「斉藤かのん」さんで、留学で学んだことは、

くらの生い立ちと、二人のやり取りです。＜「お兄

“日本人であることの素晴らしさ”と言い、アメリ

ちゃん、お兄ちゃんと私のお母さんは違うの？」と

カでの生活は大変充実していて、中でもホストファ

私（寅）に訊きます。異母兄妹であることを誰かが

ミリーに進められスピーチクラブへ入り、州大会ま

漏らしたのです。
「実は、本当なんだよ！」と答える

で出場したそうで、10 分間の原稿なし（暗記）での

と、さくらの眼から大粒の涙が溢れました。
「あっし

英語のスピーチを行ったそうです。又、ホストファ

はこのさくらの為に一生面倒をみ、見守ってやろう

ミリーの家事の手伝いをしてアメリカの文化も学べ

と決意しました。」＞こんなくだりです。私は思わず

たとの事。この様ないろいろな経験から将来誰かの

涙がでてしまいました。彼女の迫真の朗読力に魅了

役に立てる大人になりたいという目標を定めること

され、その場面がありありと浮かんだからだと思い

が出来たそうです。さらに日本人の誇りを身に着け

ます。他のメンバーも涙をぬぐっていました。すご

る事が出来たといい、その誇りとは、人のために力

いですねー、さすがプロだと思いました。オレンジ

を身に着け、自分を磨き続けること。この事は、ロ

の上着に薄茶のスカートで登場。プロジェクターの

ータリークラブから学んだことですと結び、流暢な

大画面にはお年を重ねられた年輪はあるものの、ま

英語でお礼を言いました。まさに奉仕の心！素晴ら

だ輝いています。

しい！感動！！です。
最後に二日目のことを一つ話して終わりにします。

子供の頃に歌った唄を生で歌われました。
「赤城の
子守唄」
「りんご追分」
「下町の太陽」
「里の秋」など

講演の講師は歌手・女優の「倍賞千恵子」さんです。

など。こんな歌声は他では聴けません。全てご自分

倍賞さんが講演中にアカペラで歌われた「里の秋」

一人の完全独唱です。現役でコンサートをやってら

を聞き、自然と涙がこぼれました。これが心に沁み

っしゃいます。私の今日あるは松竹歌劇団当時の、

る歌かと思い、良い歌は歌い継がれていくんだなと

「あいさつ」の徹底だとおっしゃいます。
「おはよう

思いました。

ございます」
「こんにちは」
「お先に失礼します」等々

この様な二日間の地区大会は、メリハリのある内

です。社会に出て役にたったそうです。亡くなられ

た渥美さんが寅さんの終盤作品で自分の身体がかな

て、増強に取り組むといった意見がありました。そ

り悪い時辺りでも新人やスタッフに気遣うやさしさ

ういったところに留意して自分の会社へ出入りする

があること、息子役の光夫が三代に渡って撮影され

関係者や取引先などから紹介を頂こうかと思います。

たこと、など１時間にわたって話されました。残念

後はお酒が進む中でいろんな話題に触れましたが、

ながら高倉健さんのお話が聴けなかったのですが、

口どりに出た蜂の子の甘露煮が美味いとか、ヘボ（ク

話したらあと１時間は掛かるほど沢山の想いがお有

ロススズメバチ）の巣の捕獲の仕方を伝授して頂い

りで到底話しつくせないんだろうと思うことにしま

たり、クラブ内での親睦旅行で台湾へ旅行する計画

した。今までにいろんな講演を拝聴させていただき

はいいのではないかとか、ゴルフの結果が良かった

ましたが、最も印象深かった講演のひとつでした。

などなど、あっという間の楽しい１時間半でした。

波多野

＊出席委員会

好文君

今回の地区大会の 1 日目は所功さんの講演で、所

会員数 34 名、本日の出席 20 名です。

さんはＮＨＫの皇室の番組の解説などをされていら

＊ニコボックス委員会

っしゃる方です。2 日目は倍賞千恵子さんの講演で、

・会長・副会長・幹事

私の好きな寅さんの話が出てきました。皆さんご存

地区大会への参加、ご苦労様でした。長谷川修君、

知ですが、倍賞さんは寅さんの妹さくら役で第 1 作

石原妙生君、古田博文君、波多野好文君、報告を

～48 作まで務められました。寅さんのＤＶＤは全部

宜しくお願いします。

持っていますが、この機会にもう一度見たいと思い

・高井良祐君

ました。50 作目の予告編が 1 分程で現在見ることが

家内の誕生日に昔から大好きな虎屋さんの手作り

でき、おもしろいシーンがありましたので、見て頂

最中を頂きありがとうございました。

きたいと思います。今回の地区大会は、例年行われ

・伊佐地金嗣君

る晩餐会のかわりに、
「総天然色食堂」が全員参加で

本日も多くの投函有難うございました。

行われました。2 日目終了後の大昼食会も、料理がた

21 名のご投函ありがとうございました。

くさんあり、辻ガバナーの心意気を感じました。

＊幹事報告

＊10 月ＩＧＭ報告

・里山ふどうの森 森林整備例会の参加児童の皆さ

レポーター

長谷川

修君

出席会員は波多野篤志さん、西田健一さん、小川糧
司さん、北原慎さん、そして長谷川と 5 名で行いま
した。美味しいお食事とお酒を頂きながら進めてい

んからの感想文を後日メールで送付しますのでご
覧ください。
・ポリオ根絶チャリティコンサートのチケット申し
込み期限は明日までとなります。

く中での話題は、ＩＧＭが以前は、その当時の会員

・地区大会でクラブバナーの表彰を受けました。

数が 50～60 名ほどであった頃、ファイヤーミーティ

・12 月 5 日年次総会前に行う理事・役員会は 2 階「か

ングと言われ、会員の自宅へ招かれ、そこで家族集
会なる形で親睦を深めたり、新入会員の勉強会など
が行われていたと聞きました。
会員同士のご家族とお付き合いができることで、

わせみ」で行います。

＜次例会の案内＞
第 1999 回 2019 年 12 月 19 日（木）
クリスマス例会

いろんな方との意見が交わせ、幅広いミーティング

『中村雅俊クリスマスディナーショー』

になるのかなと思いました。

担当 親睦活動委員会

会員増強の話題では、ＯＢの方のご家族へのアプ
ローチを積極的に進める事や家業や会社の経営を引
き継ぐ事業承継者、また起業家でいろんなことにチ
ャレンジしようとしている勢いのある方の情報を得

場所 岐阜グランドホテル
受付開始 18:00 ディナー18:30～

