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来週１８日の祝日、ロータリー旗争奪少年剣道大

会が開催されます。午後には、ロータリー杯少年

サッカー大会の表彰式および閉会式が催されます。

会員の皆様是非、ご出席の程よろしくお願い致し

ます。 

先週の６日、親王様がご誕生され、昨日、命名の

儀があり、悠仁親王と命名されました。 

健やかなご成長を国民のひとりとしてお祈り申し

上げます。 

ずいぶんまえの話になりますが、戦後、アメリカ

の占領下において、マッカーサーは、憲法改正を

命じ、内容について、象徴天皇、戦争放棄、封建

制の廃止、という三つの原則にのっとったものと

なるように、とくに留意してもらいたいと言った

といわれている。そして、戦争責任が天皇にある

とすると、占領下の日本国民の協力が得られない

と考え、戦争責任について東京裁判を開き戦争犯

罪人を裁き、国民の目をそちらにむけた。そして、

天皇は象徴（シンボル）とした。 

元来、占領国は、その国の憲法、教育法に、てを

つけてはいけないという国際法があるにもかかわ

らず、アメリカはてをつけ、５０年、１００年後

を見越して、日本を徐々に骨抜きにしていった。

その結果、バックボーンのいない日本人、プリン

シプルのない日本国となってしまった。日本民族

の伝統、文化、倫理観までなくなってしまったよ

うな気がします。 

最近、読んだ本に載っていた嘘のような話を紹介

します。太平洋戦争の特攻隊の生き残りの人がＪ

Ｒの電車に乗ったところ、前の二人の学生の会話

を耳にした。「今から６０年前、日本が戦争したの

知ってる」「知らない、うそー」「どこと」「アメリ

カ」「うそー」この会話を聞いて、この生き残りの

特攻隊員はすぐに次の駅で降り、駅のベンチに座

り込んでしまった。この文を読んでこのままでは、

日本は終わりかなと思いました。 

■ 理 事 会 報 告         後藤 功君 
• ９月、１０月のプログラムについて増田委員長よ

り報告があり、承認されました。 

• ８月２３日の増強委員会による各テーブルメイ

トの増強への課題についての発表は、大変貴重な

意見が出されました。ぜひ建設的に進めていくこ

とが重要であるとのことから委員会設立の要望

が出され、委員については会長に一任し、９月末

までに選任する旨承認されました。 

• 櫻井広報委員長より広報補助金申請可能な事業

を行うことは現時点では難しい、期限があります

がもう少し考えてみたい旨報告あり承認されま

した。 

• １１月１８～１９日（甲府）開催されます地区大

会は、バス等の準備については南クラブが当番で

あること、出席義務者は理事、役員、各委員長そ

して新入会員で承認されました。 

• 次年度会長指名の委任について、以下の方々に決

定し承認されました。 

第３７代クラブ会長指名委員会 
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委員長 竹田 勲、 副委員長 松葉義之、 

委員  渡辺篤司、柳原寿男、鈴木廣利、 
村松英昭、小宮弘一郎、後藤 功、青島 彰 
代表相談役 江崎友次郎、村松 徳 

相談役 パスト会長全員 

• ９月１８日開催されます藤枝市ロータリー旗争

奪少年剣道大会、藤枝市少年サッカーリーグ戦 

閉会式について出席者はメイキャップ扱いにす

ることで承認されました。 

• ねんりんピック静岡２００６から応援、広告掲

載の依頼がございました。近隣クラブの状況を

見て判断する旨、承認されました。 

• ３５周年松葉義之実行委員長より、３５周年は

基本的に内輪で開催する旨報告があり承認され

ました。  

■ 幹 事 報 告            後藤 功君 
• 地区より「ロータリー全国囲碁大会開催」のご

案内が届いております。 

• 藤枝市緑をすすめる会より「緑の募金」秋の募

金運動への協力のご案内が届いております。 

■ 出 席 報 告           青島 彰君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 前回の補正出席者 

26／41 63.41％ 27／41 65.85％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
〇小西君 〇松葉隆君 〇松葉義君 〇水野君 
〇宮川君 〇村松宏君 〇望月俊君 〇栗原君 
浅川君 板倉君 桜井富君 鈴木舜君 仲田晃君 

望月志君 柳原君 
(２）メークアップ者 
松葉 義之君（藤枝南） 

■ ビ ジ タ ー                     
小山 明良君（藤枝南）   

■ スマイルＢＯＸ       青島 彰君 

• 家内への誕生日お祝いありがとうございました。

この度、三女が結婚いたしました。三姉妹とも伴

侶を得ました。これで親としての責任は果たせた

のかなと思っています。 

長い間お休みさせていただき、ご迷惑をおかけし

て申し訳ありませんでした。又、クラブからお見

舞いまで心配していただきましてありがとうご

ざいました。おかげ様で除々に回復へと向かって

います。ありがとうございました。 仲田 廣志君 

• 先日は大変御心配をおかけしました。お陰様で大

した事なく済みました。有難うございました。 

酒向 謙次君 

スマイル累計額  １１０，０００円 

■ テーブルメイトＡ卓話               
 

リーダー 

 成瀬 弘明君 

 

 

 

【あこがれの南太平洋】 

 Ｓ５４年、私が２６才の時、ヨットでオースト

ラリアのホバート経由で南太平洋にクルージング

したことがあります。航海はフィジー到着の直前

に座礁して残念ながら途中で断念しました。その

時の思い出話を紹介させていただきます。 

１．ヨットの概要 

 ①船名 MONI（共同オーナーの頭文字） 

 ②仕様 デンマーク製 

長さ ８．４ｍ  幅 ２．６ｍ？ 

  エンジン  ヤンマー製ディーゼル 

２．クルー 小・中学校の同級生と私の２名  

３．目的地 オーストラリア、タスマニアのホバ

ート 

  帰路 南太平洋の島々 

４．目的 姉妹都市縁組をしているホバートの市

長に、焼津市長のメッセージを届ける。 

５．経路 別紙１ 

６．感想 

① 寄港した各地の皆さん、本当に親切であった。 

② 寄港直後に飲む、冷えたビールの旨さは格別

だった。 
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③ 太平洋の真ん中に、当時からビニール袋等の

ゴミが流れ着いており残念に思った。 

経路 速度は５ｋｍ/ｈ、１日２４時間で１２０ｋ

ｍ/日 

１．往路 

焼津 ⇒ ①小笠原 ⇒ ②グアム ⇒  

③ラバウル ⇒ ８７５ｋｍ １５００ｋｍ    

２０００ｋｍ ２５００ｋｍ 

④ブリスベーン ⇒ ⑤コフスハーバー ⇒ 

⑥シドニー ⇒ ⑦ホバート 

３００ｋｍ ３５０ｋｍ １０００ｋｍ 

小計 ８、５２５ｋｍ 

２．復路 

ホバート ⇒ ⑧オークランド ⇒ ⑨スバ

（フィジー）⇒ ⑩ツバル他 

  ２０００ｋｍ ２０００ｋｍ 座礁し以降の

航海を断念 

  小計 ４、０００ｋｍ 計１２，５２５ｋｍ 

 

 

 

北村 幸男君 

 

 

 

皆様にお話出来るような、大した話題もござい

ませんので、最近観ましたテレビ番組から感じま

したことをお話ししたいと思います。 

先週の土曜日に放映された番組ですから、皆様

の中にもご覧になった方もおいでになるかと思い

ます。 

小学三年生の子がいる家庭に、レポーターが訪

問します。この三年生の子は、跳び箱の「三段」

を飛べないんです。一般的には、三年生は三段が

飛べる高さのようです。レポーターが“飛べない

理由はなんだと思うか”と聴きますと、“身体が

硬いから”と言う。それではと言うことになり、

前屈姿勢をとらしたのですが、なるほど小学生と

は思えないほどに前屈姿勢がとれない、確かに硬

いんです。でも、この子は三段を飛びたいし、レ

ポーターも飛び越せるようにしてやりたい。 

 こんな思いから、レポーターはこの子を連れて、

高校体操界の名門校“清風高校”を尋ねます。 

早速、監督さんの前で、先ほどの前屈をやります。

監督さんも驚くほどに硬い、そして三段に挑戦さ

せます。予想通り越せずに、上段に乗っかってし

まいます。レポーターが監督に出来ますかねぇ？

と聴きますと、監督は事も無げに“出来ます”と

答えました。再び、三段に挑戦させます。最初は、

“飛び板に足を揃えて”とか“手を前に”と具体

的に指示をしました。後は、“その調子”“そう

そう”“いいよいいよ”と言うだけでした。とも

かく褒める、勇気付ける。そして、ついに三段を

成功させます。子供は本当に嬉しそうににっこり

笑いました。監督が四段はどうする？と尋ねます

と、即座にやりたいと返事が返ってきます。それ

ではと言うことになりまして、四段の挑戦が始ま

りました。勿論、先ほど以上に苦労はしますが、

成功します。この時の笑顔は、顔が高潮している

性か三段を成功させた時と違いました。そして、

五段にも挑戦します。さすがに高く、跳び箱に身

体をぶつけてしまいます。テレビを観ている私も、

これは無理だと思いました。レポーターが少年の

手の平を見ますと、真っ赤になっています。太も

もも赤くなっています。でも、べそをかきながら

挑戦し続けます。遂に成功させます。少年は監督

の胸ならぬ御腹に飛び込んで泣きじゃくります。 

結局、六段に挑戦しこれも成功したわけです。私

と一緒に観ていた家内も娘も、涙ぐんでいますし、

スタジオの人達も同じような状態です。みんな、

この少年に拍手喝采でした。私もこの少年の努力

に拍手は送るのは全く異論はない訳ですが、本当

に拍手を送る相手は、始終この少年の指導をした

監督さんのように思えるのです。 

清風高校の監督さんですから、多分、多分です

が鬼コーチだと思います。この方が始終子供を励

まし続け、モチベーションを維持し続けた努力に

感心しました。“人は褒めて伸ばす”その真髄を
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見た思いでした。幾つになっても誉められるのは、

うれしいもの。私も誉められて伸びるタイプです

ので、どうか、誉めて上げてください。 

貴重な時間をつまらぬ話にお付き合い頂きまし

てありがとうございました。 

 

 

望月 晃君 

 

 

 

【私の推選する温泉旅館】 

熱海伊豆山「さがみや」 

稲取「浜の湯」 

堂ヶ島「小松ビューホテル」「銀水荘」 

西浦「銀波荘」 

福地「温元長座」 

野沢「さかや」 

別所「菊屋」 

湯の山「鹿の湯」 

下呂「小川屋」 

 

 

青島 彰君  

 

 

 

 

 

 

 

 

山田 昭雄君 

 

 

 

今日は笑と言うことについて皆さんと考えてみ

たいと思います。 

さて、私達「喜怒哀楽」と言う四つの心感情と

でも言いましょうか。これを常に感じ乍らこの永

い人生を歩いて来たわけです。全く無表情の人で

もこの四つの感情だけは内にあって感じているわ

けであり、「喜怒哀楽」と言う感情が感じなくな

った時は人生の終わりであり、人間としての価値

は終ったと言っても過言ではないと思います。 

さて、私もここ四～五日、笑いと言う事を考え

たら自分の笑いの度数が昔の若い頃と違って大変

少なくなったとつくづく思う様に成りました。何

故でしょうか？ 

自分が年々歳老いて来た事も有るし、笑える機

会が大変少なくなった事も有るでしょうが、最近

の世想が、喜楽が少なく、哀怒が多く、テレビ新

聞を見ても腹の立つ事件が次から次へと起こって

哀しいことの連続であり、とても笑えるものでは

ないでしょうか。皆さんどうですか？ 

最近腹の底から笑えた事などありますか？昔か

らよく言われている「笑う門には福来たる」何度

となく耳にした諺ですが、笑いがなければ福は来

る筈がないのです。笑は喜であり、楽であります。

医学的にも笑は大切な健康促進運動の一つとまで

言われて居ります。怒は病気の源、笑は健康、心

の病を癒すからでございます。 

過日ラジオで或る病院の院長先生が笑は病気の

治療にも大変よいとの話を聞きました。笑いは場

合によっては大変な良薬でもあると思います。笑

いには幾つかの笑いがありますね。目で笑う。鼻

で笑う。口で笑う。腹で笑う。声を出して笑う。

腹を抱えて笑う。笑いころげて笑う。（抱腹転倒）

等、最近はこんな笑いは有りません。 

皆さん如何ですか？その様な笑える場所も大変

少なく其の機会も少ないのです。笑う者があり、

笑わせる者があってこそ笑いがあると思います。 

有名な芸人、三遊亭円歌さんや、コント５５号、

柳家金吾郎さん、エンタツ・アチャコ等々になり

ます。一声出しただけでも観客の顔が笑ったと言

われています。それが二声出したら声を出して笑

う、三声出したら笑いが止まらなかったとか、こ
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んな笑いの名人は最近少なくさびしい限りで御座

居ます。 

笑は健康のバロメータとも言われますが、笑い

にはいろいろの種類がありますね。笑はア行とハ

行の組み合わせです。「アハハハ・・・」「イヒ

ヒヒ・・・」「ウフフフ・・・」「エヘヘヘ・・・」

「オホホホ・・・」等々、こんな具合の笑い方が

ありますね。でもなんと言っても声を大きく出し

て「ウァハハハハハ・・・」の様に笑うことが一

番でしょうね。 

プライドやつまらぬ気の張りを捨て、みんなで

大いに笑う雰囲気をつくって笑いましょうではあ

りませんか。これこそ最高の青春長寿の秘訣では

ないでしょうか。 

 

 

 

竹田 勲君 

 

 

【徒然に思う】 

今日は賢明なる皆様の前で恥を承知で私のグチ

のようなことを話す事になってしまいました事を

お許しいただきたく思います。 

年令と共に仕事に対する意欲は少しずつ衰えて

きましたが、何故か、金銭に対する執着心は反対

に少しずつ強くなってきたような気がしてなりま

せん。 

人生のゴールも地平線に浮かび上がりはっきり

と見えるようになりつつあります。だか、このゴ

ールだけは一着で入りたくも思いません。もう今

考えても手遅れであろう老後のことが気がかりで

いた時、ふと目に触れたのが、「ユダヤ人大富豪

の教え」という本でした。 

早速、メンバーの江﨑さんにお願いし、本が手

に入りました。読むと大変に楽しく、おもしろく

読むことができました。でも話が大きすぎて私に

は遥か彼方の遠い遠い物語でしかありませんでし

た。そこでもっともっと身近な本はないものかと

捜しました。ありました。同じ作家の「幸せな小

金持ちへの８つのステップ」という本がありまし

た。これなら少しは希望がもてるかと思い同じよ

うにお願いして買い求めました。始めに目に入っ

たのが、「お金のストレス度」チェックでした。

次のように書かれていました。次の質問にお答え

下さい。 

□ お金のために好きでもない仕事を我慢してや

っている。 

□ 貯金の残高が気になることがある。 

□ 人の給料や年収が気になる 

□ もっと  お金があれば、今の問題が解決すると

思っている。 

□ お金を使った後で後悔する事がある。 

□ 普段、できるだけお金を使わないようにして

いる 

これらの問いに一つでもチェックがついたら、こ

の本はあなたの役に立ちます。 

皆さんは如何でしたか？私には当然ながら全て

にチェックがつきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／櫻井龍） 


