
第 1236回例会 平成 24年 11月 21日(水) 

<今日のプログラム> 

1. 点      鐘     

2． ロータリーソング    

『我らの生業』                   

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「長倉 祐一郎君・中武 幹雄君」 

9．次週例会案内 

10. 点鐘 

第 1235回例会記録 平成 24年 11月 14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 1235 回の

例会です。 

 先日 10 日土曜日

の地区大会への参加

者の皆さん 

ありがとうございま

した、お疲れ様でした。 

ガバナー補佐・地区委員長・会長・幹事会では大変

素晴らしい内容のお話を聞き感動いたしました。内

容は又皆様に改めて紹介いたします。（別紙参照） 

福井会員につきましては本人の意向で一旦退会と

致しますが必ず復帰したいと言っていますので、皆

で応援していけたらと思いますのでよろしく御願

いします。 

■ 幹事報告       副幹事 林 厚雄孝君 

例会変更届け～無し 

＊ 国際ロータリー

日本事務局＾クラブ

データ更新のお知ら

せ。 

＊ 米山親善大使募

集のお知らせ。 

＊ 「第 6回全国ライラ研究会」開催のお知らせ 

＊ 地区ロータリー研修会開催のお知らせ 

＊ 第 76回歯車会ゴルフコンペのお知らせ。 

■ 出席報告           原田 宗忠君 

会員数23名（免除2名）

出席数 18 名 欠席届 

3名（福井君・日高君・

梶田君・太田君永野君） 

メイク届 3名 

 出 席 率  95.4%    

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＞ 

● 大久保貞子君～お

陰様で 11 月 30 周年を

迎えることが出来まし

た。これからもどうぞ

宜しくお願い致します。 

● 長倉祐一郎君～地

区大会ゴルフコンペに参加させて頂きました。

ロングでイーグルが出ました、ドライバーショ

ットも戻り安定したゴルフが出来ました、後は

仕事の安定です、先ずはいい仲間を見つけるこ

とですね！！ 

● 宮原建樹君～早めに帰らせて頂きます、申し訳

ありません！ 

● 吉田康一郎君～地区大会記念ゴルフコンペで 7

位になりました、ニアピンもいただき有難うご

ざいました。 

● 原田宗忠君～地区大会ゴルフで沢山の商品をい

ただきありがとうございました。これからも頑

張ります！ 

● 林 萬松君～次男「大河」の誕生日が 16 日中

学 2年生、大きくなりました！ 

● 原田宗忠君～11月セレモニー・年金も満額が出

る年になりました。健康に注意して生活したい

と思います。ありがとうございます！ 

● 梶田與之助君～11月のセレモニー・特に最近は

74 歳の誕生日を迎え年老いてゴルフに興味を

持つようになり健康に留意して頑張って過ごし

たいと思っております。有難うございます！ 
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● 梶田規子さん～11 月のセレモニー・週 2～3 回

のカラオケに張り切って大声を出して楽しんで

おり病気の事を忘れるようにしております。あ

りがとうございます。 

● 柳田由起子さん～11月のセレモニー・誕生祝を

有難うございました。健康で大代に乗れました。

後は少しやせるだけ？？ 

● 荒武義博君～11月のセレモニー・ありがとうご

ざいます。とうとう 50 代最後の年になりまし

た。楽しい 1年間にしたいと思います。これか

らも宜しくお願い致します！ 

＜財団へ＞ 

● 岩切 正司君～会員増強を頑張りましょう。         

 

■ 委員会報告  ●親睦委員会 吉田康一郎君 

歯車会ゴルフコンペ

の案内をします。 

日時 24 年 12 月 17

日（月）集合 8：40   

スタート 9：12 

場所 ハイビスカス

ゴルフクラブ 

参加費¥2.000 

プレー料￥8.300（食事込み） 

幹事クラブ 高鍋ロータリークラブ 

申し込み締め切り 12月 7日（金） 

多数の参加を御願いします。 

佐土原ロータリークラブクリスマスカップ杯 

スポーツ少年団バレーボール大会について 

日時 ２４年 12月 9日（日） 

集合 午前 7：30 

開会式  8：00広瀬西小学校 

競技場 広瀬小学校・西小学校 

表彰式・閉会式・広瀬西小学校 

開会式・閉会式等には特に皆様の参加協力をお願い

致します。 

■ 会員卓話         ●荒武 義博君 

最近感じていること

を二部構成で思いの

ままに話して、卓話と

したいと思います。本

日の卓話 2 名の予定

が私一人となり時間

を 2 名分頂きました

ことに感謝いたします。私の好きな人物の一人にニ

ュース 23 のキャスターでありました「筑紫哲也」

さんが挙げられます。何故好きかは別にしまして彼

は、大分県の日田市の生まれで満 74 歳で死去され

たのがちょうど 4年前、生前の番組の中で「多事総

論」を思い出します。もし、今元気ならどんな話を

されたか興味深く思い最後の多事総論を調べまし

たところ、当時の政治に対し、いまの日本の政治は

「ガンに侵されている状態だ」と言っておられた。

未だに治療中なのか、何か良い特効薬は無いのかと

思えてならない昨今です。4年も経過しても何も本

質が変わらない政治に国民はうんざり！愚痴にな

りましたがさて多事総論とは、どんな意味なのか

調べてみましたところ 福沢諭吉の言葉とは知

りませんでした。 

「違う意見を持つ者が議論する事がなにより大

切であると言う事」 

福沢がこの言葉で言いたかったことは何かとい

いますと、一つの社会やコミュニティーに一つの

論が圧倒的な力を占めると、たとえその論が全く

正しいものであっても失われるものが一つある。 

その大事なものは何かというと「自由の気風」で

あると。「自由の気風」を保つためには、多くの

人たちがいろんな議論をし合うことが大事だと、

そういうことを言いました。ロータリアンの中に

も、皆が同じ考えとは限りません。違う意見があ

って当たり前、御互いに議論をし合える、思って

いることを気兼ねなく言えるクラブでありたい

ものですね。そんな筑紫さんの意外な一面を「チ

ョッとがっくりした内容もありましたが我がク

ラブでも喫煙者は、私を入れて 5名ほどと、肩身

の狭い思いをされている方に、筑紫さんはハイラ

イトとマルボロの赤を 1日 3箱吸っていたとい

うヘビースモーカーだった。肺がんになって禁煙

した後も、「一服できないと面白くない」、「百害

あって一利なしと言うけど、文化は悪徳が高い分、

深い。（たばこは）人類が発明した偉大な文化で

あり、たばこの代わりはありませんよ。これを知

らずに人生を終わる人を思うと、何とものっぺら

ぼうで、気の毒な気がしますね」「がんの原因は

ストレスで、たばこはきっかけにすぎない」と怯

まなかった。たばこを吸い続ける人の言い訳と言

われればそれまでの話です。自分の体には自分で

責任を持つと言うことで他に迷惑とならぬよう

に隠れて吸いましょう。筑紫さんは、海外口座を

使用して意図的に脱税していた。遺産として海外

口座の約 4000万円などを残した。国内外の 7000

万円について申告漏れがあったとして重加算税

を含む約 1700万円の追徴課税となった。お金に

は誰しも弱いものですね。第 2部は、自分の仕事

に関係する内容で、私の家業は家電の小さな販売

店です。あるとき店の整理中に、昭和 53 年当時

の家電カタログがありましたのでチョッと見て

ください。価格を観てクレジットの年率を観て 2

度びっくりです。当時、録画できるビデオデッキ

はこれほど高価なものだったのですね。２４～２

５万円、テレビとシステム価格で５０万円前後、

当時の大卒公務員の初任給が７～９万円程度を

考えるとなんと高価な電器製品だったか、今は、

ビデオデッキなんて作られていませんが、小学生
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とか知らない製品かも解りませんね。その当時は、

良い時代に販売店があったことが解ります。今は、

１０分の１以下の価格で、これでは家電メーカー

が軒並み赤字になるわけです。海外メーカーの格

安家電に対抗するためには、仕方の無いことです

けどね。 量販店にしても同じですけど、今の世

の中 何でも安ければ良い時代「適正価格」は何

処にいったのか？せめて、  ロータリアンは１

円でも高い商品を買っていただき、社会貢献をし

て頂きたいと強く願望いたします。もう少し時間

がありますので、先日の日曜日に孫の七五三で写

真の撮影を最近一眼レフのデジカメを購入した

関係で写真撮影にあちこち出かけては、撮影を楽

しんでいます。そのときふと感じたことがありま

して、それは七五三撮影のモデル家族に無料撮影

するとプロの写真家に言われたと、娘夫婦から聞

き「それは、だまし」ではと思いましたが  本

当でした。佐土原ロータリーの会員にそんな方が

いれば、いいなーと思いました。結構、会員の方

に写真好きな方がおられますので、プロのてほど

きを受けられれば、又、何かとクラブでも撮影機

会はありますので、今度機会があれば勧誘したい

なーと思いました。 

■ 地区大会報告         11月 10日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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 


