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本 日 の 行 事   外 来 卓 話
2019－20年度       和田良一会長          

本日のお客様   ＡＬＴ教師 松森和也様 

トーマス・リード・ラーレイ様 

郡上八幡ＲＣ        澤崎 茂様 

幹事報告         島崎秀樹幹事 

＊ガバナー事務所より 

・国際大会についての質問について 

＊地区事務所より  

・財団研修セミナーの案内 10月 19日（土） 

ホテルグル―ンパーク津 

・米山記念奨学部より 寄付金額、世話クラ

ブ一覧表 

・地区研修リソース資料 

＊岐阜県庁 人権施策推進課より 人権だ

より 78 号
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第１９６３回例会 

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

昨日の青少年委員会の児童クラブ訪問に僕は行けず申し訳なかったのですが、佐藤さん他１０名

の参加があり、大変良かったと聞いております。 

いま、高校野球がたけなわで、明日星陵と履正社との決勝戦です。岐阜県も星陵と闘い、ベスト

４まで行きました。高校野球の岩手県の県大会ですが、大船渡高校と花巻東高校が決勝に当たりま

した。大船渡高校の佐々木投手は星陵高校の投手よりももっと早い 160キロを投げた素晴らしいピ

ッチャーでしたが、決勝の時に登板させませんでした。そのことで花巻東に負けました。それはど

ういうことかというと、監督は 32 歳の若い監督ですが、国保監督といい、筑波大を出てアメリカ

の独立リーグでプレーをした方で、アメリカでも有望な選手は肩を痛めたり故障したりをずっと見

てきていて、佐々木選手がいかに有望な選手か知っているので、自分としては甲子園よりも選手を

大事にしたと云う事で決断をしたそうです。本人は投げたかっただろうし甲子園にも行けたかもし

れません。そのあたりをどうとるか、監督の英断というか選手の気持ちを考えると、今答えが出る

訳でなく、佐々木選手がもっともっと成長して、大谷選手のようなすごい人になれれば英断になり、

また高校野球にも広がっていくのではないかという気もしますが、高校生は甲子園が目標でもある

し、監督も勝たせたい。国保監督の英断に対してもやりにくくなる。色々な意見が出てくるのでは

ないかと思い、僕としては良く監督は決断したとビックリしています。選手としては残念ではなか

ったのかと思いますが、あまりある事ではない、出来ることではないやり方で、これから野球だけ

ではなく色々なスポーツは高校生が一番無理をして後から故障が出てくるそうなので、これからコ

ーチや監督はやり方を考えていくのではないかと思います。良い判断だったのか悪い判断だったの

かは後から出てきます。皆さんにもこのことについて考えてみてほしいと思います。 

 

卓話テーマ「私の理想のクラブは？」 

山口里美君・・ 今期、会員増強委員長をやらせていただいておりますが、会員一体となって増強

していくことが理想かと思います。今回のテーマは「理想のクラブはどんなものか」という夢を語

ってくれと言われました。その考えを述べる前に、五日市さんという方の卓話を聞いて、ひどく感

動したのですが、皆さん知ってみえますか？ツキを呼ぶ魔法の言葉という冊子になったお話があり

ます。五日市さんという方はイスラエルに旅行をされて、その時に出会った不思議な体験が、自分

の親戚の中で話されている中で、テープに取られ、さらにはそれが冊子にしたことでどんどん広ま

っていき、教育の上でも講演を依頼されるというまでに大きく輪になっていった方の話です。その

方の最初の一言に「幸せになりたいですか？」と言われまして、皆さんシーンとされたんです。う



ちの会社のＢＢＱの時に「幸せになりたい？」と聞くと大抵の人はシーンとして、ニコっとはされ

るんですが、その五日市さんの答えとしては怒らないこと、という風に言われました。ツキを呼ぶ

魔法の言葉の中には「ありがとうございます」とか「感謝します」、「自分はついている」というプ

ラスの言葉を発し続けると良い方へまわっていくんだよと、自分の体験をふまえて話されました。

実際 私も怒ってはいけないなと、プラスの言葉でみんなを引っ張っていくといいのではと思わさ

れました。ありがとうという言葉をどうやって使うか！となった時、ある住宅メーカーの営業マン

ですが、電話が買合ってくる時はドキッとするそうです。クレームやお問い合わせの電話だそうで

す。どうやって改善したかというと、お客様の電話番号の通知の前に有難う○○様と付けて、実際

に画面を見て、ありがとうと言われれば出なくてはいけないなと、プラスの気持ちでお客様に接す

ることが出来たという使い方をされている方がいましたので、ご参考下さい。話がそれましたが、

私の理想のクラブとは、情報発信基地であるロータリークラブであるのがいいのではと思います。

映画の話ですとか、後援の話ですとか、事業でこういうことに苦労していると言ったお話を聞く、

体験をする、奉仕をすると云う事を通じてロータリークラブの良さがどんどん広まって、自分もロ

ータリーの一員であると云う事を自覚できるのではないかと思います。一人一人が情報発信基地、

ロータリーとして大勢でやる事に意義があることもあります。その期ごとに大きなイベントがあっ

て、何かに向かっていけるような事業があればいいのではと思います。 

畑中知昭君・・ うちの会社で良く云うのですが、仕事で修理をしに行くと、一般のお宅へ行くと

時々お祖母さんが見えます。そのお婆さんの事を幸せおばさんがいたとよく言うんですが、幸せお

ばさんは何かというと、「うちの家族はみんなおばあちゃん、おばあちゃんって言ってくれる。本

当に良くしてくれる。若嫁や孫も寄ってくれるんよ。」と言われますが、端から見ると良い嫁には

思えんのだがと思いますが、幸せだと一生懸命言われるので、どんな条件下でも幸せだと思える幸

せおばさんなんだと思い、自分に充てるとそこまでではないです。 

ロータリーの事になぞらえると、よくロータリアンでない人に話をすると、「そんなとこに入って

何の徳があるんや？何のメリットがあるんや？」と言われることがあると思います。メリットがあ

るもないもあんた自分自身の事だ、と言って、一つの会に行ってメリットを得られない人間は、色々

な会に行ってもメリットないわ、と言っています。自分になぞらえても一つ一つの会議に行っても、

１時間いて、たくさんの話を聞けば一つや二つでも得て帰ってこなくてはいけないと探しているつ

もりです。ロータリーでも何かをここで得る人はどこにいって燃えて帰ってくるとお澪ますし、和

田会長などはどこへ行ってもひどくて友達も得て帰ってくると思います。ロータリーはそういう所

だと思っています。理想のクラブというテーマですが、理想のクラブは何があるかというと、それ

ぞれ個人のロータリー論というものがあって、僕が思うのは皆それぞれがハマり所を得なくてはい

けないと思います。会長は会長のはまり所があって長く在籍している訳で、宮川さんは宮川さんで

ハマり所があって、ここにいるのだと思います。一つのピースを見つけるように、ハマる所があれ

ばロータリーにずっといることが出来ると思います。ハマるところひとつとして、折角みんなでや

っている会なので皆で感動を共有する、４０周年の時もそうでしたが、何か事業をすることによっ

て共有する、感動することが退会防止になりますし、ハマり所のピースを見つけることに繋がるの

ではないかと思います。 

藤代昇君・・ 私の先輩は現在３人になりました。入会した頃の話をしたいと思います。私は平成

４年７月に入会し、事務所は白山広場の３階でした。会員は３３名おり、会長は井俣博さん、幹事

は廣瀬猛さんでした。入会した理由は白山広場の２階の飲み屋へ行くと、井俣さんに出会うんです。

井俣さんが「もうじき俺が会長をするから、会長になった時、お前は従弟だから絶対に入れ」と言

われて、会長の時に入りました。例会場へ向かう時、３階から井俣さんが心配そうに見ていました。

47 歳時でしたが、今年入会して 27年目になります。入会した頃、外来卓話の時などでも会員は 7，

8名だったり、親クラブの郡上八幡ＲＣから 4名見えた時も 7，8名で恥ずかしくて申し訳ない気持

ちになった事もありました。その時から皆出席しようと思って実行しています。ロータリーは皆に

出会える、ロータリーに入れば毎週色々な業種の人たちと会えてコミュニケーションが取れます。

ロータリーが盛り上がるのは何周年や記念事業等、皆で協力し合って作り上げ盛り上げていき、

益々ロータリーが好きになると思います。第 31 期の頃は皆出席が 3 名で、前年度は 11 名でした。

これだけの人が皆出席なのに、全体では 80％を切っています。皆出席が少ない時は 85％くらいあ

った事もありましたので、毎週 80％の人が来てくれればと思います。出席委員会にお願いしたいの

は数名の出席しない会員に声を掛け、来づらくなった会員もいると思いますのでお願いします。今

年度から補正も変わり、気を付けて補正をしてください。旅行や例会でも家族が参加する機会があ

りますので、なるべく家族にも参加してもらえるよう、お願いします。新聞などに、前回の物故者

法は他のクラブではあまりしていないという事ですので、新聞などに取り上げてもらうなどしても

らったら、いいのではないかと思います。このクラブの良い所は、年よりも若い人もみんな同等で、

入ってすぐ和気藹々とコミュニケーションが取れていると思います。先月、次期ガバナー補佐研修



会があり、12名のガバナー補佐が集まりました。中には 5年間例会出席していないという方も見え、

昼間の例会で出られず、夜の時は出たそうです。今回役をいただいたので、今日来ました、という

方も見えました。全員と話をすることはできませんでしたが、何とか全員と話が出来ればと思いま

す。来年 7月から力不足ですが応援の程よろしくお願いします。 

 

3分間スピーチ 父・母について                      寺田澄男君 

私は寺田家に昭和 37年に養子となりましたので、両親が 2人ずついます。まず実家の両親ですが、

私は大和町出身です。小中、郡上高校を出ましたが、昭和 30 年頃は不景気で就職難でした。父親

が 10 代の頃、名古屋のレコード屋に勤めて 2階に下宿して、裁判所の書記官になると志を持って、

16 歳の頃によく出ていったなと思います。その影響があり、高校を卒業する時に警察官になろうと

云う事で、公務警察を受けました。そして愛知県警察を受けました。公務警察は全国ネットですの

で、見事受かりませんでしたが、愛知県警は 36 倍の競争率で愛知県警に入りました。父親も非常

に喜んでくれ、応援してくれました。分校に通っていた頃中学までリレーの選手をしておりました。

運動会になると父親は必ず生卵を飲めと言ってくれたことを思い出します。父親は体が弱くて田ん

ぼに入った姿は見たことがなく、胃も弱くてパン食でした。養鶏を志して最高は 300 羽ほど飼って

おり、ひよこは美濃加茂から仕入れて、山田駅まで砂利道をリヤカーを引いて父親とよく行きまし

た。父は怒った事もなく叱られた事もありませんでした。裁判所の書記官になるくらいでしたので、

引き揚げてくるときは、司法関係の本が沢山ありました。父はなお次郎というのですが、分からな

いことがあればなおさに聞けば分かると言われていました。母は優しく男勝りの方でした。私が名

古屋から帰ってくると出迎えてくれ、高々膳で料理を作ってくれ、かわいがってくれたと思ってお

ります。母は 63 歳に亡くなり父は 100 歳まで生きて、親孝行までできませんでしたが、よかった

と思います。養子先の父は外剛と言いますか内柔といいますか、外には厳しく、中に非常にやさし

くて、几帳面で、今でも養子先の父親は尊敬する大きな父親です。母は男勝りで非常にきっぷの良

い母親で、私と気分があって、母親は 94 歳、父親は 101 歳まで生きました。これも親孝行ができ

たかなと思います。 

 

ニコＢＯＸ                        ニコＢＯＸ委員会 井俣愛美君 

郡上八幡ＲＣ岩出様 いつもありがとうございます。今日は映画「かば」の事についてお話させてもら

いに来ました。 

和田良一君 岩出君、ようこそ。今日も楽しんでいってください。皆さん、お盆はいかがお過ごしでし

たか？前半 14日までは良かったですが、15日の台風 16日の通行止め、色々ありました。おかげで朝夕

は涼しくなりました。暑いのももう少し頑張りましょう。 

野島君 岩出さん、ようこそお越し頂きました。今後ともよろしく。 

同文 三島勲君、藤代君、三島昭君、宮川君、麦島君、清水君 

寺田澄男君 同文 長雨、台風の影響、熱かった夏も終わりを告げ、24日の踊り納めで私の夏は終わり

です。 

山下君 同文 明日はＮＥＸＣＯグループの一人として笹子トンネル事故の反省と供養に行って来ま

す。あの事故で 9名の尊い命が亡くなりました。合掌。  

美谷添生君 同文 今年の盆はいかがでしたか。私は 13日場ヘイジ蜂に顔 3か所刺され大変でした。

ドクダミの葉汁を付けてあまり腫れずに済みました。自然の民間療法は大したものだと感じました。今

年の夏は 4回蜂に刺され、気を付けたいものです。 

畑中君 お久しぶりロータリーです。青少年出席の皆さん、ご苦労様でした。 

山口君 人前で話す機会を与えていただいてありがとうございます。 

佐藤君 昨日、児童クラブ訪問委行って来ました。皆さんありがとうございました。 

井俣君 岩出様、本日はお越しいただきありがとうございました。昨日の児童クラブ訪問、子供たちと

楽しくレジンアクセサリー作り出来て良かったです。 

次回例会予定              

８月 ３０日  ＩＭ（ホスト：麦島君）     ９月１５日  ＩＭ（各務原産業文化センター） 

９月  ４日  活動報告（青少年委員会）    ９月１８日  クラブフォーラム（財団について）                

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 1962 回 ３４名 ２０名 １０名 ４名 

第 1963 回 ３４名 ２４名 ６名 ４名 


