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関中央ロータリークラブ会長テーマ

「みんなで考えよう

未来へ繋ぐために」

本日のプログラム 第 2049 回例会 2021 年 10 月 28 日（木） 担当 青少年育成委員会
会員卓話 西田 健一会員
テーマ 「クラブ定款と内定式挨拶」

前例会の記録 第 2048 回 2021 年 10 月 21 日（木）
会員卓話

古田 育則会員

テ ー マ

「ロータリーを振り返って」

担

国際青少年交換委員会

当

まいました。昨年亡くなった父 竹之助の写真を持
ってくるのを忘れてしまいました。せっかく小さい
写真を準備していたのに。父は孫たちを本当にかわ
いがってくれました。特に長女は私たちよりおじい
ちゃんと一緒にいる方が長かった。好きなところへ

＊ロータリーソング「我らの生業」斉唱

連れて行ってもらい、好きな物を買ってもらえば好

＊会長あいさつ

きになるのも当然ですが、私自身が当時、スポーツ

土屋敏幸会長

本日は古田育則さんの会員卓話

少年団の野球等に夢中になり、かまってやれなかっ

で、テーマは「ロータリーを振り

たことも要因の一つだと思います。やはり家族は大

返って」です。大先輩の古田さん

事にしなければいけませんね。

の卓話は、新参者の私にとって大

長女の高校進学と次女の特別支援学校入校が同時

変重要になると思います。しっかり拝聴させて頂き

になったこともあり、10 年前から私が上之保、妻と

ますのでよろしくお願いします。

子どもたちが坂祝という別居生活になりました。父

今日は家族の話をします。9 月 4 日に長女の結婚

には長い間淋しい思いをさせてしまいました。慢性

式があり、神戸へ行ってきました。昨年 8 月 8 日に

の心不全を患っていた父に、昨年、長女の結婚の話

入籍は済ませてはいたのですが、コロナ禍の影響で

をすると結婚式にはどこでやろうと必ず出ると言っ

式は 1 年延期になりました。しかし、もっとひどい

ていました。それ以降、父は通販で健康食品や開運

状況になり、当家の出席も家族 4 人（私・妻・次

商品をたくさん購入していました。何としても結婚

女・長男）と私の妹夫婦、長女の友人 1 人の 7 名の

式には出ようと必死だったのかもしれませんね。そ

みとなりました。かわいそうな気もしますが、でき

んな努力も虚しく、11 月 20 日に亡くなりました。

ただけ良かったかな。ただ私は大変なミスをしてし

手に電話機を持っていました。どこへかけようとし

たのかな。写真は持っていけなかったので、私の目

りました。上手くいって転移もないということでや

に焼き付けて、上之保へ帰った時、霊前に報告する

れやれということですが、何があるか分かりません

ことにした。披露宴は、緊急事態宣言の真っ只中だ

ので、皆さんも健康には気をつけて頂き、人間ドッ

ったので、アルコールはなしということでした。私

グを受けておかれるといいのではないかと思いま

にとっては、失敗する確率が低くなるので良かった

す。

と思う。ご馳走も味わって食べることが出来たし、

私がロータリーに入会したのは 28 年前、平成 5

セレモニーも忘れることなく見ることができた

年、当時 44 歳でした。深谷巌会長の時で、会員数

し・・ただウーロン茶ばかり飲んでいたので、トイ

は 69 名、翌年 75 名でした。今はそこまで厳しくあ

レに何回も行くはめになった。ただ、この席で考え

りませんが、当時は、3 回連続して例会を休むと退

させられることがあった。次女 友海が、小さい時

会になるそんな時でした。入会の年には、新入会員

から長男（竹玄）のことは、トラ君、トラ君と君付

は、地区大会に参加しないといけないということ

けで呼び、長女（智愛）のことはチアキ、チアキと

で、三重県で一泊しました。宴会は和気あいあいと

呼び捨てにしていて、チアキ厭、嫌いと言っていた

しており、ロータリーはとても楽しい所だと感じま

のに、この時は子供たち 3 人で手をつないで、満面

した。入会のきっかけは、小川信夫さんと、広瀬恒

の笑みで歩く姿がありました。本当はお姉ちゃんの

行さんにお誘い頂いたことがきっかけです。40 才で

ことが大好きだったんだな。ありがとう友ちゃん。

美濃ＪＣを辞めた時に美濃ＲＣからもお誘い頂きま

短い時間ですが、家族のことをたくさん感じとれる

したが、父親が美濃ＲＣにすでに所属していたこと

1 日となりました。

もあり、関中央ＲＣに入会させて頂くことになりま

＊卓

した。

話

会員卓話

古田

育則会員

テーマ

今年度は、国際青少年交換委員長でありますの
で、交換学生の話をさせて頂きます。交換学生は、

「ロータリーを振り返って」

父親が美濃ＲＣの会員だったことからロータリーに

今日は、テーマを「ロータリー

入会する前にホスト家庭として美濃ＲＣから 8 名ほ

を振り返って」としましたが、過去のロータリーの

ど、関中央ＲＣに入会してからも 5 名ほど引き受け

想い出話をしたいと思います。

ました。入会翌々年に、長女もオーストラリアへ交

本題に入る前に、実は、私は最近体調が良くあり

換留学させて頂きました。オーストラリアのメナイ

ませんで、皆さんに参考にして頂けたらなと思いお

（シドニーから南西に 1 時間ぐらい）へ 1995 年 3

話させて頂きます。私は、毎年、人間ドッグを受け

月留学しました。娘はバレエを習っていたので、発

ておりますが、2～3 年前、前立腺肥大と診断されま

表の場としてオペラハウスで踊る等とても貴重な経

した。前立腺肥大は、年齢が来れば大なり小なりあ

験をさせて頂きました。私も娘が交換留学中にホス

るということで、安心しておりましたが、念のため

ト家庭からお招き頂きオーストラリアへ行きパーテ

時々検査をしようと、年に 1、2 度検査をしており

ィーを開いて頂きました。

ました。今年の始め頃、血液の値が変だということ

親睦委員長をつとめた 2001 年は、石垣・西表、

で、調べてもらったら前立腺ガンだと診断されまし

武富の旅行を計画しました。総勢 20 名が出席、夕

た。極めて初期症状でしたが、早速治療しました。

飯を食べてから、夜の居酒屋でカチャーシを踊り、

治療方法は色々選択肢がありましたが、転移などの

とても楽しい親睦旅行でした。またあんな経験が出

心配がないということで全摘することにしました。

来ると楽しいなと思います。

8 月の初めから入院し、10 日程度の入院でお盆前に

いつまで関中央ＲＣの仲間でいさせてもらえるか

退院出来ました。手術は、手術室に入ったのが午前

分かりませんが、出来るだけ長くロータリアンとし

9 時、病室に戻って来たのは午後 6 時で 9 時間かか

て努めていきたいと思っています。

＊ロータリー財団寄付に対する認証状

です。会員基盤増強維持委員会は 9 万円の予算を用

及び認証品授与

意し、一人三千円あるので、各グループで会議に使

☆ＰＨＦ（ポール・ハリス・フェロー）1 名

ってほしいとのことでした。川村さんの熱意が大変

伊佐地 司君

伝わりました。ここからはお酒を飲みながら意見交
換をしましたが、勧誘するにあたりクラブの冊子な
どあったら良いのではないか？との意見がありまし
たが、以前にパンフレットを作ったものがあるとの
ことでした。きっと私がロータリーに入会する前の
話だと思って聞いておりましたが、冊子があったと
しても新しく作り変えた方が良いと思いました。情
報や写真が古くなっていると思うからです。そし
て、冊子やパンフレットもそうですが、ホームペー
ジも充実させた方が良いのではないかと思いまし

＊9 月度ＩＧＭ報告
レポーター

森 敬君

緊急事態宣言の影響で流会し

た。最近は、誰もがスマートフォンやパソコンで検
索するので興味のある方は必ずホームページを見る
と思うからです。この辺りから良い具合に酔いが回

ておりました 9 月度ＩＧＭを 10

ってきまして本題の話があまり出来ていなかったよ

月 14 日和食処やまなみさんにて

うに思います。お酒を飲んで、意見交換をして楽し

開催しましたのでご報告いたします。

い時間を過ごすことが出来ました。本題の会員増強

出席者は、カウンセラー伊佐地司さん、Ｒ情報委
員

前田仁夫さん、世話係 森敬、レポーター長谷

は川村増強委員長の言われる通り皆で力を合わせて
取り組みましょう。きっと良い仲間が入会してくれ

川修さん、出席義務者に西田健一さん、伊佐地金嗣

ると思います。

さん、古田博文さん、そして今回メンバーではなか

＊出席委員会

ったのですが、会員基盤増強維持委員長 川村紳一

会員数 30 名、本日の出席 19 名です。

さんに出席頂きまして 8 名での会議となりました。

＊ニコボックス委員会

今回レポーターは長谷川さんでしたが諸事情によ

・会長・副会長、幹事

り私が代打にてご報告しますのでよろしくお願い致

古田育則会員、本日の卓話よろしくお願いしま

します。私が世話係ですので早めに会場入りしなく

す。

てはいけないと思い、午後 6 時 30 分開会のところ

19 名のご投函ありがとうございました。

30 分前の 6 時にお店に行きましたら、すでに古田

＊幹事報告

さんと前田さんが来ておられまして通常の例会より

・ロータリー日本１００年史編さん委員会から「ロ

早い会場入りに驚きました。その他のメンバーも順
次集まり、長谷川さんは少し遅れると連絡頂いたの
で 7 名にて定刻通り開会しました。

ータリー日本１００年史」頒布促進について
・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

カウンセラー 伊佐地さんよりご挨拶頂きました

・東海北陸道グループクラブ対抗親睦ゴルフ会およ

が、本日のテーマは会員増強であるとのことで、川

びガバナー杯チャリティゴルフ大会参加について

村増強委員長からもご挨拶頂きました。何としても

＜次例会の案内＞

会員を増やさなくてはいけない。そのために今回、

第 2050 回 2021 年 11 月 7 日（日）

5 グループに分けて会員を勧誘することにしまし

里山森林整備例会 集合時間：8 時 30 分

た。各グループ 1 名は必ず増やしてほしいとのこと

担

当 環境保全・ＩＡ委員会

