
第 1237 回例会 平成 24 年 11 月 28 日(水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング    

『手に手つないで』                   

3． 会長の時間   ４． 幹事報告 

5． 出席報告    6． ハッピーＢＯＸ披露  

7.  委員会報告   

8. 会員卓話「梶田 與之助君」 

９.委員会活動中間報告 

10．次週例会案内   11． 点鐘 

第 1236 回例会記録 平成 24 年 11 月 21 日（水） 

■ 会長の時間       会長 村上 實君 

皆さんこんにちは、本

日は第 1236 回の例会

です。 

この 1 週間仕事が非常

に忙しく会長の時間に

何をお話しするか決ま

らないまま本日を迎え

てしまいました。 

先週の荒武会員の卓話で 30 年以上前のテレビ等の

話があり、社員にもチラシを見せながらこういう時

代もあったんだよ、と話しましたら皆びっくりして

おりました。こんな値段のテレビが売れていた時代

があったのですよね、振り返ればその時代が 1 番良

かったように思いますが私は福岡におりました。高

度成長時期で我々社員の中でもボーナス貰って今

年は何の車を買おうか・・という話をよくしていま

した。ボーナスで新車が買える時代でした。月の半

分は出張で東京～仙台～名古屋へ行っていました

が証券会社・損保会社はその時代女性でも 100 万以

上～というボーナスを貰っていましたね。そういう

いい時代でした。私はその時代が一番貧乏でしたね、

給料貰って半月もすると無くなる感じでした、が、

一生懸命頑張れば何とかなる！という雰囲気が世

の中にありました。しかし今政治を筆頭に暗く先が

見えない時代ですね、しかし、マイナス思考ばかり

では色々事業展開も出来ないのですよね、その時代

に私は今の人間形成になる経験をさせてもらった

と感じています。会社での入社 3 年祝いに遅刻して

いった時にメチャメチャ怒られました。この時に、

時間は守らなくてはいけないと肝に銘じました。そ

れと会社のソフトボール大会会場に社長が真っ赤

なスポーツカーを乗り付けて来たのを見たときに

やはり凄くかっこよくて、将来自分もあんな風にな

りたいと思いました。この頃 48 時間一睡もせずに

仕事をしたこともありますが、頑張れたのは社長の

話の中に数々の厳しいけれど男として仕事への心

構えを教えて貰ったことが支えとなっていたと感

じます。ですから、今でも息子には「人間疲れたと

いう言葉が出るうちはまだ人間は大丈夫だ！」と言

っております。先週の荒武会員の卓話を聞いてその

時代の事を色々思い出しまし私の原点だなと思い

ます。地区大会の研修会で会員増強の話もありまし

て、20 人以下のクラブへのアンケート結果の報告

もありました、我がクラブにも当てはまると思いま

すので報告しておきます。今日は宮原会員のお知り

合いであります。相川さんが例会見学ということで

お越しいただいておりますので、詳しくは後ほど宮

原会員より紹介していただきます。 

■ 幹事報告      幹事 日高 邦孝君 

例会変更届け～無し 

＊ ライラ実施報告書

及び研修生配布用送付

についての案内 

＊ 地区大会会場での

「なでしこ 2730 募金

活動」ご協力御礼 

＊ 次年度クラブ会長・幹事・事務局員登録の案内 

＊ 12 月ロータリーレート 1 ドル＝80 円 

＊ 2012~2013 年度宮崎県インターシティーミー

ティングのお知らせ 

日時 2013 年 1 月 26 日（土）受付 12：30~ 

会場 日向市中央公民館（大ホール） 

＊ＩＭ実行委員会～クラブ幹事へのアンケート 

■ 出席報告           原田 宗忠君 

 会員数 22 名（免除 2 名） 

 出席数 16 名 

 欠席届 6 名（村岡君・正岡君・梶田君・太田君 

         2012～2013        国際ロータリー第 2730地区 

          
          会 長：村上 實  副会長 ：宮原建樹    RI2730地区ガバナー 山下浩三 

          幹 事：日高邦孝  会 計 ：山本兼裕    中部分区ガバナー補佐 池田豊繁 

          事務局：吉野由里子 会報委員：藤堂孝一   RI会長テーマ  奉仕を通じて平和を 

          例 会 場：サンホテルフェニックス     2730 地区テーマ  夢・誇り・挑戦 
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RI テーマ 

奉仕を通じて平和を 

 



 

永野君・林厚君） 

 メイク届 1 名 

 出席率  80.0%    

修 正 出 席 率  

86.3％ 

 

■ ハッピーＢＯＸ披露    長倉 祐一郎君 

＜ニコニコへ＞ 

＊ 日高邦孝君～

10 月より息子も帰

って来て一緒に仕

事をするようにな

りました。この様に

導かれたのも回り

の皆様のおかげと

感謝しています。これからもご指導宜しくお願

い致します。 

＊ 中武幹雄さんご夫妻～11 月セレモニー・有難う

ございました。これからも健康で楽しい毎日を

過ごしていけたらいいなと思っております。 

＊ 中武幹雄君～11 月セレモニー・ありがとうござ

いました。66 才を迎えました。身体を労わり一

日一日を大切に過ごします。男性諸君 50 才を

過ぎたら前立腺の検査をしましょう！！ 

＜財団へ＞ 

＊岩切正司君～相川様をお迎えして、どうぞクラブ

に入会して下さい。 

■ 委員会報告 

株式会社創寿会 ゆりの里

代表取締役兼

管理者 相川

久仁子さん 

 

 

 

      親睦委員会 吉田康一郎君 

12 月 12 日（水）

年度末懇親会に

は「劇団とんぼ座」

さんに林支配人

のよりお話をし

ていただきまし

て、宴会会場にて

30 分ほど公演を

して下さるとの事です。せっかくの機会です！ご家

族も多数の参加で楽しんでいただきたいと思いま

す。 

■ 会員卓話          ●長倉祐一郎君 

今日は入会しまして始めての卓話になります。私の趣

味であります魚釣りの話にお付き合い頂きたいと思

います。自慢話とも言えますが（笑）先ずこの魚拓を 

ご覧下さい、石鯛です、

これは平成 5 年 3 月

29 日です。随分昔で

すが・・私にとりまし

てはとても意味深い

大切な魚拓です。ずっ

と入院しておりまし

た父親がこの年の 2

月の 1 日に亡くなりました。長年の釣り人生でしたが

1 度も石鯛を釣り上げて見せてあげることが出来なか

ったのですが、49 日があけて、1 回目の釣りでこの石

鯛を上げることが出来たのです。この魚で 5~6 キロク

ラスを上げることは、奇跡に近いと言われております

から、父親が釣らせてくれたのだと思っております。

そういう意味でとても大切な魚拓です。 

サラリーマン時代には丸 1日休みで趣味に勤しむと言

う事が出来たのですが、起業してからはそういう時間

はとれませんね！しかし、仕事も大切ですが、趣味を

楽しむという事はある意味仕事を頑張るエネルギー

になると思いますので、時間を作り出かけていきたい

と思います。魚釣りに関しては興味のある方、始めた

い方がいらっしゃいましたらお教えすることは出来

ますので遠慮なくおっしゃって下さい。最後に、数多

くある釣り針の結び方の仲から、首振りという方法の

結び方を実演して終わりとさせて頂きます。これ、回

しますのでご覧になって下さい。有難うございました。 

■会員卓話         ●中武 幹雄君 

昨日は今日の事

で胸いっぱいで

ご飯がのどを通

りませんでした。

３杯目が！「眉

目秀麗」であれ

ば世の中変わっ

ていたと思います。しかし、御覧の通りの姿が「私

であり」現です。私の生い立ちを失礼ながら紹介

いたします。1946 年 11 月 12 日 宮崎の九州山

脈の麓「国富八代」で産湯をつかり、性は中武・

名は幹雄と申します。人呼んで「田舎のびきたろ」

と申します。小学生のころ学芸会でカエルの役を

してから そう呼ばれるようになった。私は、幼

少のころから「病院には縁がありすぎるほどあり

ました」裏山にニッケイの木があり叔父と登って

遊んでいたとこのことです。おじがナタを投げる

と同時に飛び降りた際右足くるぶしの付け根に

ぐっさりと刺さってしまいました。小学に入学前

だったと思います。左足にやけどを負いました。

冬の事です囲炉裏に毛布をかぶせて暖をとって

いた時でした。毛布が囲炉裏の火でくすぼって自

分の足を火傷したのでした。高校を卒業して大阪

に集団就職をしました。鳥取の新しい友達ができ



ました。その友人と鳥取の大山（松江富士）に山

登りにいった時のことです。他のグループ（パー

テｨ―）の山小屋で火事になりそこへ消火に駆け

つけていきました。そのパーティーのリーダーが

爆発を避けるために蹴った燃料タンクが自分の

方へ飛んできて左肩から指先まで火傷を負った

次第です。 

米子市内の中央病院に３ケ月ほど入院しひざの

皮を取り移植手術をしました。その後、４年後だ

ったですかね大阪を後にして故郷宮崎に帰って

きました。宮崎の内装会社からの派遣で福岡の会

社での生活が始まった訳です。その会社では社長

と自分しか自動車の免許がなく必然的に交代で

運転をすることが日課でした。現場に行くことに

なりその現場に行く途中交通事故を起こしてし

まったのです。２日前から徹夜の仕事をしていま

したので睡魔に襲われ単独事故を甘木街道南下

中の事でした。同僚を２人同乗しての時でした。

農免道路を逸脱して田んぼに突っ込み電柱に追

突をしました。３人とも救急車で運ばれ私は意識

不明で運ばれました。同僚の２人の意識はあった

とのことでした。その時田舎から両親と叔父が駆

けつけてくれて、葬式をどうしようかと相談して

いたとのことでした。二日後に目が覚めて自分の

頭の所でひそひそ話をしていたのを覚えており

ます。命があったのは不思議だと今でも会うたび

に叔父から言われます。その時の病院の支払いは

おふくろのじいちゃんから自分に貰った山を売

って当てたと聞きました。その時は山を担保にお

金を借りることを知らずにしたことだと言って

悔やんだ時もあったようです。せっかく山を貰っ

たのにね・・？今では、元気でいることが何より

だと言っております。そして、小生が、５０歳の

時ぜんそくになり・煙草もやめ・今でも治療が続

いておりますが、なかなか治癒にまでは至ってお

りません。早く治ればと思い病院かよいです。今

は、友達と思って付き合っています。６５歳にな

ったとき、今度は、前立腺がんが見つかり、今年

の２４年の２月に前立腺の全部摘出の手術をし

ました。今では、以前の元気は無く男として残念

です。新しい生き方があるのではないかと悩みま

した、判断に苦しみました。医師からそのままに

しておいたら、骨に転移してしまったらどうしよ

うもないと言われ、手術を決意しました。 

その後検査の結果骨にも転移していなくほっと

しています。昨今、宮日新聞で毎日記載している 

 

 

 

 

 

 

「渡辺淳一」の連載を読んでいます。表現はあま

りのも露骨に言いまわしているさまは週刊誌で

はあるまいに宮日も落ちたものだと自分なりに

受け取ったのですが。小説家であって、札幌医大

の教師であることを知りました。直木賞・菊池寛

賞も受賞されておられるようです。一方「愛ふた

たび」気楽道の生き方もあるのかと、ここまで言

うのかと人としてなかなか言えないことをズバ

ッと言っている、何と答えようがありません、６

０歳を過ぎた男性の悩みの一つかもしれません。

また、失楽園の作者ですね。話を元に戻します、

私は、これからの人生を送るために前向きに残る

人生を楽しく生きていこうと思っております。ア

ップルの創設者：ステｨーブ・ジョブス氏の格言 

「毎日・今日が人生最後の日かもしれないと考え

るとすれば・・・いつか必ずその考え方が正しい

と分かる日が来る」・・・と言いています。 

損害保険・・火災による損害は、失火責任法によ

り他人からのもらい火で燃えても出火元に重大

な過失がない限り賠償請求はできません。よって、

自分で備える必要があります。地震・噴火が原因

となる火災や水災などの被害には、地震保険でな

いと補償されませんので火災保険と同時に加入

が必要です。地震保険だけの単独加入はできませ

ん。地震保険は家の再建ではなく、生活の再建を

目的としています。 

 

 

4 つのテスト 

『言行はこれに照らしてから』 

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 

次週予告 

12月5日  フォーラム [ロータリー親睦について] 

12 月 9 日  佐土原ＲＣクリスマスカップ杯 

12 月 12 日 年末懇親会 

12 月 19 日 年次総会 [クラブ管理委員会] 

12 月 26 日 特別休会 


