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◆点  鐘  12：30

◆体  操  自律神経強化体操

◆Ｒ  Ｓ  手に手つないで

◆唱  歌  てるてる坊主

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ  「ショパンのベストクラシック」から

 小犬のワルツ

 雨だれ

 バラード 第１番  他

会長の時間 会長 平野 英壽

 いよいよ今週で会長の時間も最後となりました。

 来週は慰労会をして頂けると言う事なので、今

日が最後かな、と思っております。

  この1年、つたない話にお付き合い頂き、大

変ありがとうございました。

 何せ、にわか作りで会長の時間をしゃべってい

るものですから、お聞き苦しい点もあったかと思

います。

  今日は私が最近ロータリーに対して気になっ

ている事をお話したいと思います。

 まず一つは、例会出席の事です。何年か前まで

は年に一度や二度くらいは、全員出席の日があっ

たような気がします。少ない会員でも全員集まれ

ば、結構賑やかくなり、妙に嬉しく、満足感に浸

れます。最近はそう言う例会の満足感が少し薄れ

たように感じます。いつも来てくれる人、時々来

る人、ほとんど来ない人、三者三様です。どうす

れば皆楽しく例会に出席して頂けるのかと迷う今

日この頃です。たまにで結構です。全員出席を夢

見ています。

 もう一つは、会員の激減です。先週もお話しま

したが、大変深刻な問題です。1人の会員は何と

か残留と言う形で納得頂いたのですが、又もう1

人、退会したいと言う申し出がありました。その

方も何とか説得に応じて頂けないかと祈願中であ

◆出席報告       委員長 中島　澄人
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ります。

 大変な時節柄、お気持ちはわかるのですが、喉

元過ぎれば、と言う事もあります。中央ロータ

リーに入っていて良かったと思う日も来ると思い

ます。どうか皆さんのロータリーの友情で支えて、

説得して頂けたらと思います。

 今日は最近苦にしている胸の内をお話してみま

した。

幹事報告 幹事 亀井  孝

―ロータリー親睦活動月間―

１．本日の内容

「－歩－」赤嶺リサ会員

２．2009-2010年度地区会員増強セミナー開催

のお知らせ

日  時 平成21年７月25日（土）

     13：00～16：00

場  所 崇城大学市民ホール２Ｆ大会議室

     （☎096-355-5235）

出席義務者 次年度会長、次年度会員増強委員長

３．RI第2720地区「第25回インターアクト年次

大会」開催のご案内

日 時 平成21年８月８日（土）12：00登録開始

～９日（日）13：00解散

場 所 国立阿蘇青少年交流の家

登録料 インターアクト生 4,000円

    クラブ顧問    4,000円

    ロータリアン   4,000円

ホスト 玉名中央ロータリークラブ

専修大学玉名高等学校インターアクトクラブ

※登録申し込み・詳細は事務局までお申し出

下さい。

４．2008-2009年度「皆勤お祝い」対象者の方

に記念品をお渡し致します。

溝部 仁 会員（Ｈ21年３月28日＝25年）

椛田 健治会員（Ｈ21年３月28日＝20年）

河村 貴雄会員（Ｈ21年３月28日＝20年）

大島由美子会員（H21年３月23日＝10年）

衛藤 秀子会員（H20年10月７日＝５年）

髙宮 勝美会員（Ｈ20年８月２日＝３年）

亀井 孝 会員（H20年10月４日＝３年）

５．お祝い（次週、夜例会の為、本日合わせてお

祝い致します。）

会員誕生日 衛藤秀子会員（６月25日）

      亀井 孝会員（６月27日）

配偶者誕生日 森 北実さん（６月30日）

※記念品をお渡し致します。

６．例会変更のお知らせ

別府ＲＣ ６月26日（金）の例会は、会長・

幹事退任慰労会の為 同日18：30

～本家 お川に時間・場所変更

大分南ＲＣ ６月26日（金）の例会は、さよ

なら例会の為 同日18：30～ト

キハ会館４Ｆに時間変更

大分臨海ＲＣ ６月29日（月）の例会は、最終

夜の例会の為 同日18：30～大

分全日空オアシスタワーホテルに

時間変更

大分1985ＲＣ ６月29日（月）の例会は、定款

第６条第１節により 休会

大分ＲＣ ６月30日（火）の例会は、定款

第６条第１節により 休会

中津中央ＲＣ ６月30日（火）の例会は、最終

例会の為 同日18：30～若竹屋

に時間・場所変更

７．次週の予定

「会長・幹事慰労会」

＊時間、場所を変更しまして、18：30から

ホテル山水館に於いて開催致します。

「会員コラム」 鳴海淳郎会員

８．本日の回覧

①「会長・幹事慰労会」出・欠席

②くにさきＲＣ 週報

９．本日の配布

①週報No.961

②ロータリー探究：「例会プログラムについて」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長
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スマイルボックス 委員長 後藤  隆

○平野会長

 平野・亀井年度最後の例会です。なごり惜し

んでスマイル。

○近藤会員

 先日、我等が青春時代の大スター浅丘ルリ子

の舞台、アガサクリスティ作「くもの巣」がビー

コンであり、家内と見に行きました。彼女の役

柄が多分30代後半の若妻だと思いますが、最

初はチョット無理があるなと思って見ていまし

たが、最後は何故かそのように見えるようにな

る、というのが大女優の力量だったということ

にしておきます。でも大変面白かった。

○亀井会員

 今日は、沖縄戦から65年にあたる日だそう

です。心の中で南に向かい“黙祷”をしました。

 いよいよ幹事の役も本例会は今日が最後で

す。会員の皆様のご協力に感謝します。さて、

約一年会長の横に座り、会長の“クセ”を発見

しましたのでご報告します。会長が横で話をす

る時は、必ず“まっそのー”と言います。１回

の話に約10回位です。年間では500回です。そ

して、そう言いながら机の上の物を、右にある

ものは左に、左にある物は右に動かします。あ

～この“クセ”とも今日でお別れです！“サッ

パリ”したと言いますか、“さみしい”と言い

ますか。会員の皆様、本当にありがとうござい

ました。

○赤嶺会員

 本日の卓話、時間うめられる程、話は出来な

いと思いますが、聞いて下さい。

○鳴海会員

 今年度のロータリー情報、今日が最後です。

色々お世話になりました。記念してスマイル致

します。

○村津会員

 来月12日（日曜日）午後２時より、私共Ｂ

混記念合唱団「クール・あおやま」が、一年一

度の定期演奏会を開催致します。

 御招待のチケットを添えまして、案内ちらし

をお配りさせて頂いております。楽しい音楽会

ですから、是非聴いて下さい。見て下さい。お

願いのスマイルです。

○森会員

 家内の誕生日のお祝いありがとうございます。

誕生石は真珠だそうですが、どうしようかな。

○衛藤会員

 夏木立亡母
はは

の年を越え至福の時

 毎日暑いですね。今、幹事報告を見て驚きま

した。誕生日のお祝いを頂けるそうで、一句読み

ました。ありがとうございました。皆勤のお祝い

もくださるとの事。重ねて御礼申し上げます。

○大野会員

 梅雨入りして蒸し暑い日が続きますね。体調

を壊しがちなので健康に注意して頑張りましょ

う。私も腰痛の完治を目指し頑張ります。

○梅津会員

 雨が降ってくれると、庭の木々に水をやらな

くて済むので助かります。でもやはり天気が良

いですね。心も晴ればれとします。大切な雨天

も大事ですね。スマイル。

○中尾会員

 先週は散々な一週間でした。

１．メガネが折れた。

２．携帯が折れた。

３．予備のメガネが割れた（何もしてなく、か

けていただけでした）。

御祓いをした方が良いのでしょうか？

 現在「湯けむり工芸展」を鉄輪の旅館６館で

行っております。いらっしゃいましたら、もれ

なく若女将に会えます。是非来て下さい。

○後藤会員

 あと１回です！

卓  話 赤嶺 リサ

－歩－

 私が入会したのは、17

年の３月１日。紹介者

は、故土谷昌秀さん。お

店に何度となくお見え頂

き、この中央RCに入会

致しました。最後のおと

しは出席者全員の来店で

した。

 その土谷さんがお亡くなりになられて、６月

15日で３年の月日が経ちました。早いです。

 当時、私の入会した日のはじめての卓話をされ

た方が、木村きぬゑさんの「私とキムチの出会い」

でした。お話は今でも深く胸に残っています。（あ

の時が40周年でしたので、今年は45周年のキム
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『チャーターナイトまで会員増やさんと悪いん

じゃ～』、ロータリーの『ロ』の字も知らない私

がそのまま入会、ずるずると居ついて早まる16

年。とうとう会長にまでならせて頂きました。私

が何が苦手かと言いますと、人前、特に女性の前

で話す事が超苦手な男でございまして…。」文は

続くのですが、そんな平野会長は今ではもう、苦

手という言葉は思いつきません。留学生の若い子

が来ると、とても素敵な笑顔でお話しをされ、見

事２回目の会長では、超苦手を“おてのもの”と

克服されたのではないかと思います（笑）ちなみ

に当時の会長は、白
ハクハツ

髪に紫のメッシュが入ってて、

とてもダンディーでしたよ!!そんな会長も、今年

20周年でしたね。本当に記念の年になり、大成功、

良かったと思います。

 つい先日行われました20周年、山あり谷あり

と大変な一大イベントでしたが、私自身、とても

勉強になりました。何はともあれ、鳴海先生にし

ても、村津先生にしても、あの会に対する熱意と

情熱は、たくさんの方に感動を与えられたのでは

ないかと思います。クラブ創立20周年、一重に

皆々様のロータリーを思う精神と責任という形が

支えているのだと思いました。私のロータリー歴

は、大先輩方の足元にもおよばず、５年そこそこ

と、とても短い期間ではありましたが、私なりに

一歩一歩出来る事をさせて頂きました。

 親睦の急な引き継ぎ、土谷さんの様にはできま

せんでしたが、皆さんとした数々のゲーム、おも

しろかったです。特に、ゆでたまごのゲームは一

生忘れませんね。中央のオリジナリティーあふれ

る、中央にしかない親睦会、中央の素敵な部分、

ずーっと続けられるといいですね。

チ記念日ですね！）

 思い出せば最初の例会、本当に緊張していて、

皆さんから「赤嶺さんようこそ」と言われる度に、

下を向いて顔が赤くなったのを覚えています。

 当時の会長は、森会長でした。森会長は本当に

いつもユーモアにあふれ、会長の時間のお話しも、

ちょっとした一言も和ませてくれました。

 段々と毎週火曜日が私の一つのライフスタイル

となり、習い事でもあまり真面目に続けて行った

事のない私でしたが、これは本当に不思議です。

ホーム例会出席出来ない時もありましたが、メー

キャップで何度か補い、今でも皆勤です。３年皆

勤で頂いたミニ地球儀、今では子供と私の旅先を

（いつか行く!!）決める手段となっています。

 ロータリー入会時の４年３ヶ月前、子供は11

才、９才、７才でした。当時まだ小学生だった子

供達も、日に日に大きくなり、今では上が高校生、

２番目が中学２年生、下が今年で小学校最後とな

ります。本当に早いなぁーと思います。私の最初

の卓話で、自己紹介の卓話をした事がとても懐か

しく思えます。これがまた、びっくりした事でし

たが、私はあまりパソコン・ネット系が得意な方

ではないので、お客様から私の一回目の卓話の内

容がロータリーのサイトで出ていると聞き、何人

かのお客様から、ママ見たよとお声を頂き、稼が

せて頂きました。（冗談です）

 次の年度は私が入会して、２回目の会長をされ

ています平野会長。私が入会して４ヶ月目、最初

の会長の時間に平野会長はこんな事を話されてい

ました。「とうとうこの時が来てしまいました。

私が入会した16年前、もう退会されましたが小

田部会員に『ロータリーに入れ!!』と言われ、『何

でそんな会に入らんと悪いんかえ？』と聞くと、

『日本は豊かな国？』

 数か月前に読んだある本の中に、キューバのこ

とを書いていた。「キューバは、商品の種類も少

なく、決して豊かな国ではない。しかし、教育と

医療は、無料である。乳児の死亡率は、アメリカ

0.75％、キューバ0.50％。この差は、イラクでア

メリカ兵が死亡している数より遥かに多い。また、

アメリカは健康保険に加入していない者が、数多

くキューバに診察に行く。」と書いてあった。

 アメリカと日本の市場には、商品が溢れ、一見

豊に見える。しかし、経済格差は、甚だしく、ワー

キングプアーなる言葉が席巻している。

 この本を読んで以来、私の価値観は、180度変

わった。一億中流意識なる言葉は、どこに行って

しまったのだろうか。病気になっても病院に診察

に行けない世帯が数多く出ているアメリカと日本。

 小泉・竹中改革の結果、このような悲惨な国に

なってしまったように思う。『和を以て貴しと為す』

と主張した聖徳太子。もう一度、この原点に戻る

必要を感じてならない。

 次回は、鳴海淳郎会員です。

会員コラム 溝部  仁


