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１．真実かどうか 　２．みんなに公平か　３. 好意と友情を深めるか  ４. みんなのためになるかどうか
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次回の予定　　10月４日(火) 第2631回例会
卓　話　
　　　　　　　担当　　北島芳信会員　　

９月６日(未修正)

　６５．９０％
（欠15・内メーク？）

６５．９０％
　（欠15）

９月20日出席率

  ４4
（免除2)

会員数

出席報告　　　　松本敏博委員長

 第2629回例会 令和４年９月20日(火)霧雨19℃ 

《例会変更》　親子 敷

集　合　９: 00　 　古瀬喜八郎会長

　　　　　
                          

　　　《夜間例会》於：みや川

点　鐘　　18:30    古瀬喜八郎会長

司　会　　　　　　谷村修基SAA

ソング　　　　「それでこそロータリー」

本日のプログラム　９月27日(火) 第2630回例会
卓　話　

　　　　　　　担当　　本田　敏会員　　　　

会長の時間　　　　古瀬喜八郎会長

　皆さんどうもお疲れ様です。今日は少し変わった形で、みや川

さんにお願いして、夜間例会ということで企画して頂きました。

宮川会員には、卓話もお願いしております。最近はFMも開催出

来ない状況ですので、勉強会ということで利用出来ればいいなと

思い、前期、後期と予定しております。

　台風14号の被害はなかったでしょうか。大型台風ということで

前触れがありましたが、雨も風もそんなに酷くなく、よかったで

す。急に寒くなってきましたので、体の方も十分気を付けて頂き

たいと思います。

　今日の言葉として

 「高齢者に敬意を払いましょう」9月19日は「敬老の日」でした。

「多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」

事を目的として制定されました。年長者を敬い、健康を願う祝日

や行事は、日本だけでなくアメリカや中国、韓国などの国でも設

けられています。

　「老」という文字には、人が年を重ねることや古くなるしいう

意味がありますが、「老師」のように、優れた禅の指導者といっ

た相手を敬う意味もあります。「老人」という言葉も同じように

捉えることができるでしょう。一般的には年齢を重ねると、体に

衰えが出るなどネガティブな印象もあります。

　一方で、今日の社会を作り上げ、様々な伝統文化を継承し、企

業を盛り立て、家を支えてきた人々でもあるのです。

　家族に高齢者がいれば、経験豊富な体験談や生活の知恵を学ぶ

ことができるのではないでしょうか。家や企業を支えてきた高齢

者に、礼節を重んじた対応を心がけたいものです。

　ということでございます。先週富田

先生も言っておられましたが、100才

まで生きようと、皆さん運動やいろい

ろな心がけをされていると思います。

引き続き皆さんのご健康ご多幸をお祈

りしたいと思います。以上です。

★ニコニコボックス　　　９／20　谷村賢治委員長

古瀬君　初めての夜間例会、皆様急に寒くなり体に気を付けて

　　　　下さい。

宮川君　誕生祝ありがとうございました。80才になりました。

　　　　本日卓話担当です。先々月しゃべったので、どうして

　　　　いいかわかりません。よろしくお願いします。

石﨑和君　夜間例会、久しぶりです。よろしくお願い致します。

大西君　急に涼しくなりましたネ。体調管理気をつけましょう。

川合君　久しぶりの夜間例会、楽しみです。

谷村賢君　台風も大した事なくて良かったですね。

森 雄君　　松本建材さん、新社屋完成おめでとうございます。

中田君　久しぶりの夜間例会、楽しみたいです。

武田君　福光では台風の被害が少なかったようです。良かった

　　　　です。

岩木君　夜間例会楽しみです。

木村君　初めて?夜間例会に参加して、台風14号の風が強くな

　　　　くてホッとしております。台風の情報でヒヤヒヤしま

　　　　す・・・・・。

牧　君　　よろしくお願いします。夜間例会楽しみです。

高野君　夜間例会に参加して。

久恵君　夜間例会いいですね!!

湯浅君　多忙のため久しぶりの出席です。ありがとうございま

　　　　す。合掌

尾山君　夜間例会、たまには良いですネ。

荒井君　夜間例会、新鮮な気持ちです。気分転換にもなります。

　　　　お世話様です。

幹事報告　　　　　　石﨑和三幹事

①先日来よりご案内の通り
・砺波ライオンズクラブと南砺ロータリークラブ合同親睦チャリテ
　イーゴルフコンペの開催について
　・9月29日(木)　組み合わせ＆スタート表配布。
　・参加者ライオンズクラブ20名　ロータリークラブ14名
　・トナミロイヤルゴルフ倶楽部にて。・懇親会:みや川　18:30より

②第51回ロータリー研究会の案内、

③コーディネーターニュース10月号受領、掲示しておきます
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　ウクライナ戦争後、世界のロータリアンが一体となり支援しようと立ち上がりましたが、
この会場で"心を1つにし(TOGETHER)行動しよう(TAKE ACTION)"というロータリーの
ビジョンの一端を体験することができ、感動の瞬間でした。翌日、マッキナリーRI会長エ
レクトは、ウクライナのための災害救援基金への寄付が1,500万ドル(約20億円)に逮し
たことに感謝の意を述べました。
今年の３月から４月末までの僅か２ヵ月問で、これ程の多額の寄付が集まるロータリーの
世界的ネットワークの凄さを、改めて認識いたしました。（後略）

ウクライナ支援への感謝とご報告（抜粋）
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◆会報委員会 (長) 水口秀治 (副) 山田清志(委員) 谷口和尋、山田喜代美、森悦夫、西村 孝、野村守、大西正芳、古軸裕一、牧 千収、武田慎一、井沢正生、森雄一
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クラブ協議会
会員卓話「自分の 80 年をふりかえる」　　宮川　功 会員 ( 旅亭　みや川　店主 )
　

☆ニコニコボックス☆ニコニコボックス

《例会変更》　親子 敷

集　合　９: 00　 　古瀬喜八郎会長

　　　　　
                          

　卓話の当番です。6月にお話したばかりで、何を話していいかわからず、石﨑幹事に相談しまし

たところ、プログラム委員長の責任です。気楽にどうぞということでした。そこで、二か月前に80

才になりましたので、先のことはわかりませんが、今は比較的健康ですので、今日80年を振り返

り、私なりに努力してきたことをお話しします。

　18才高校卒業の時に単身東京の大学へ。大学受験で御茶ノ水下車、大学、宿を探し歩いて最後に

下宿もきめました。今の親なら驚くけれど、自分は当たり前と思った。家から離れて、しかも東京

へ来れたので大変うれしかった。

　東京には7年間ほど居ました。勉強は殆どしなかった。渋谷、新宿、池袋、

横浜などをうろついていました。その頃パチンコもよくしていて、楽しかった。

　家業を継ぐのが嫌で、抵抗していましたが、親、兄弟、親戚までにも責め

られ、最後は仕送り停止の経済封鎖にあい、やむなく帰ることを決意しました。

　福光に帰ってなんとなく仕事をしていました。二年程経って結婚しました。

いつもは女性に冷たくされていたが、この時だけは断られずうまくいきました。

今となるとうまくいかない方が良かったかナァと思います。多分、向こうもそう思っていると思います。

　新婚旅行は車で、ユースホステル、国民宿舎、親戚等、安くあげました。これも良くなかった。一番悪かったのは、

立ち寄った家のおじさんに誘われ、ゴルフ場併設の練習場。そこからさらにクラブとシューズを借りて、コースへ出ま

した。初ラウンドです。夕方ゴルフ場から戻ってきたら、おばさんと新妻からこっぴどく𠮟られました。この事は今だ

に後をひいています。

　その後、おじさんにもらった中古クラブでこっそり練習を始めました。人前でゴルフをやっている時代ではなかった

のすが。ゴルフが自分に合っていたのか、数年経つとかなり上手くなり、県でもボチボチ名前か通るようになりまし

た。相撲番付でいう小結、前頭上位といったところです。

　そんなとき、ある飲み屋で一緒になった先輩に言われました。「なぁ宮川、お前ゴルフうまいらしいけど、アマチュ

アである以上仕事、商売が出来てなんぼや。そして仕事が出来ればゴルフはもっと楽しくなるゼ」と言われ、かなりシ

ョックでした。

　それから２・３年後、親、兄弟の反対忠告を押しのけて全館新築に踏み切りました。家内の兄石﨑博之さんが保証人

になってくれました。あまりにも大きな借入でしたので、信じられない程でした。今でも感謝しています。それから数

年間、死にもの狂いで働きました。私を助けてくれた人に絶体迷惑をかけられませんでした。又その頃は比較的景気が

良くなんとか持ちこたえました。もう２・３年後に事業を始めていたら失敗していたと思います。かなり運も良かったです。

　今、コロナ禍で自分たちの商売は大変苦しいです。友人の何人かは廃業又は倒産しましたが、過去の自分の経験から

冷静さを保ち乗り越えれば必ず春が来ると思っています。

　それからもうーつ、自分に欠かせないものがあります。それが、ロータリーです。三吉会員の推薦で昭和59年に入

りました。クラブや地区の方といろいろ仕事をさせていただきました。地区の仕事では自分の能力をはるかに越えた仕

事があり、かなり悩みました。そんなときはいつも自分の長所でもあり、短所でもある開き直りです。「とにかくやろ

う、とことんやろう。失敗したら謝ってロータリーをやめよう」こんなことが２・３回ありました。現在ロータリーに

いるということは、何とかしのげたということだと思います。

　自分でいうのもおかしいのですが、どちらかというと控えめでおとな

しい自分が、80才まで持ちこたえているのは、例会に出席して、いろい

ろな事を学び、多くの先輩、友人に恵まれたことです。ロータリーの仕

事も自分なりに一生懸命やったことだと思います。人から見るとあまり

その様に見えないかもしれませんが、それは顔、特にタレ目から来るかもしれません。それと、冗談がおおくなったか

もしれません。これまであまりしゃべらなかったので、お許し下さい。そこで、若いメンバーにいいます。積極的に友

人と交流して下さい。「ロータリーは人材の森です。」そして何か役目を仰せつかったら積極的に受けて下さい。たと

えうまくいかなくてもいいです。一生懸命やればいいのです。

　とりとめのない事をいいましたが、私からのお願いです。どこかへ連れていっ

て下さい。昔はロータリーの宿泊つきの旅行が多くありました。夜遅くまで酒を

飲みながら話していた事を憶えています。経験豊富な先輩や自分にないものを持

っている友人と語り合うことが出来たらと思います。そのままでいることは

“もったいない”です。私に残された人生は少ないかもしれません。

よろしくお願いします。 （今回の会報担当・牧千収）


