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ファイト！行動するロータリー 

２０２１－２０２２年度ＲＩテーマ 

第２６４２回例会  令和３年７月９日 
決算・予算報告、出席プログラム委員会 

奉仕しよう  
みんなの人生を 
豊かにするために 

＜会長の時間＞ 
先日の会長、幹事、慰労、激励会そ

してゴルフコンペを開催していただ

き誠にありがとうございました。私は

しばらくゴルフをプレーしていなか

ったので楽しみでもあり不安であり

ました。そして前日、明日の天気予報

をみたら完全に雨でした。しかし、その日に出会った知り合いに「明

日ゴルフへ行くのか、雨やなー。でも雨の日でも意外と楽しいと思

うよ」と言われてのゴルフはやはり雨でした。 
今日は、雨のゴルフでも何か面白い事がないかと思いスタートしま

した。いくつかの面白い発見がありました。ゴルフでは打ち下ろし

のホールでは、ガスが掛かってガスの中へ打ち込む感じでした。そ

れからニホンカモシカに会えましたしタヌキにも、そしてキジの親

子と、色々といい思い出になりました。スコアは、ともかく自分自

身の気の持ちようでこのように違ってくると思いました。 
我が西ロータリークラブの会員数は今34人です、ピンチです。 

57年前のチャーターメンバーは24人でした。たぶんその10年後

には、35人くらいだったと思われます。その当時の35人の時と今

の34人では、どうでしょうか？会員数が24人から34人になった

時の雰囲気と今のクラブの雰囲気では同じ34人では全然違うと思

います。 
何とかこの西ロータリークラブのピンチをチャンスに変える事

を、会員全員で考えていこうではないですか。 
 

＜幹事報告＞  

◎ＲＩ日本事務局より 
 ・７月のロータリーレートについて １ドル 111円（6月109円） 
◎高山市ソフトミニバレーボール選手会、高山市体育指導委員会より 
・第75回高山西ロータリークラブ杯争奪 

高山市ソフトミニバレーボール大会について 
日時  ８月１日(日)  午前１０時より 
会場  飛騨高山ビックアリーナ メインアリーナ 

＊開会式にてご祝辞を賜りたくお願い申し上げます 
◎ガバナー、奉仕プロジェクト部門委員長、国際奉仕委員会長より 
・地区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案内 

   第1回  8月31日（火）申請受付締切 10月末交付決定 
   第2回 12月24日（金）申請受付締切翌年2月末交付決定 
   ※交付金額は申請プロジェクトの内容を審査し決定します 
◎ロータリー文庫運営委員長より 
・ロータリー文庫ＨＰ新年度利用のためのパスワードについて 

◎高山市社会福祉協議会より 
・第1回まちなかてくてくマルシェについて（お知らせ） 

   第1回   7月10日（土）10：00～15：00 ※雨天決行 
  第2回   11月13日（土） 

◎高山市文化協会より 
・令和3年度定時社員総会のご案内 

   日時   7月27日（火）19：00～ 
  内容    令和2年度協会会計決算報告、事業報告 

＜例会変更＞ 
可 児  … 8月12日（木）は、定款により 休会 

8月19日（木）は、納涼例会のため  
グリーンキャメロット に 変更 

8月26日（木）は、夜間例会のため 鈴川 に 変更 
＜受贈誌＞ 
不破ＲＣ（会報、活動計画書）、(社)高山市文化協会（広報高山の 
文化No229） 

 

 

 

＜本日のプログラム＞   決算・予算報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席・プログラム委員会 

委員長        遠藤 隆浩          

本日の出席・プログラム委員会担当

例会では、メイクアップ適用期間の延

長もあり出席率の低下が懸案事項と

なっている事を踏まえ、例会出席の意

義とその心構えについて皆さんに改

めて再考いただくべく、長年例会への皆出席を続けておられる重鎮

のお二人に卓話をお願いしご快諾頂きました。 

内田さんは 19 年、挾土さんにいたっては 35 年の皆出席を続け

ておられます。年度始まりにふさわしいお話をいただけると楽しみ

にしています。よろしくお願い致します。 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２６名 － ２６名 ３４名 ７６．４７％ 

＜出席報告＞ 

2020-21年度会計 斎藤 章   2021-22年度会計 米澤 久二 

前期についても前々期同様、コロナ禍中における例会取り消し期間

中の食費に該当する金額を特別会費会計へ繰入れ、今期の特別会費

の徴収を行わない事といたしました。また行事等取り止めのため支

出が抑制されたため繰越金が多くなり、特別会計から本会計への繰

入れは行わずに予算を立てることが出来ましたが、会員減少傾向に

歯止めがかからず、年会費収入ではクラブ運営費すら賄えない状況

が続いています。クラブ一丸となっての会員増強が喫緊の課題です。
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内田 幸洋 

本日、この後の挾土さんのス

ピーチの前座を務めさせて頂き

ます。挾土さんが 30 才、私が

25才の時、青年会議所の同期入

会でそれ以来50年、ＪＣとロー

タリーに出席してきました。そ

の例会数は私の場合、ＪＣが

400 回、ＲＣが 2,000 回にもな

ります。その出席率はほぼ95％
で割に真面目でした。会費だけでも1,200万円にもなります。せっ

かく会費を払っているんですから出席しよう。1回分の単価が下が

ります。 
 
 

   挾土 貞吉 
 
ロータリー新年度「鴻野、

向井」丸が立派な船出をし、

今日は出席委員会担当例会と

いうことで、遠藤委員長の命

令により出てまいりました。

理に合わない間違った生意気

なことを言えば、ついに「惚

け」が始まっているな、とい

うことでご容赦ください。 
先日、NHK スペシャルで放映された内容が、2030 年までにテ

クノロジー人間、クローン人間が誕生するというものでした。今ま

での子供は尊い神様からの授かりもの、生命の誕生でしたが、今後

は人が人を創る時代に入るだろうと忠告し、技術がもたらす光と影、

倫理とは如何に、と投げかけており考えさせられました。皆さんの

中にも見られた方があると思いますが、さてどう思われたでしょう

か。 
私は、今の娑婆は何かを間違えているように思えて仕方ないので

す。このコロナ禍も、大震災も、異常気象も、「想定外」では済ま

されない、人間としての「共存共栄共生」、おかげさま、思いやり

の心、謙虚、節度、責任感を忘れ利己主義に走った倫理無き金儲け

主義となり、間違った社会、方向に進んでおり危惧せずにはいられ

ません。今はデジタル化、AI、IT、CG と正にこの世の中 100 年

に一度の夢のような変革の時代、節目を迎えていると言っても過言

ではないと思います。私のようなアナログ人間、惚け老人では考え

られない新時代の幕開けを迎えており、ついて行けなく不安であり

ます。思い起こせば、1964 年東京オリンピックの頃、三種の神器

でテレビ、冷蔵庫、洗濯機が各家庭に入り、憧れの自家用車が持て

た頃の夢のような変わり方に現在がよく似ているように感じます。

あの頃、この先各自が電話を持ち、アメリカ等外国人とも顔を見て

話せる時代が来る、と言われ信じられなかった事を思い出し、それ

が今現実となっています。月世界に行くのも夢ではない時代を迎え

ており、正にあの頃と同じ状況に見え今後の暮らしに夢があり楽し

みでもあります。 
私は後わずかの寿命かと思いますが、「大谷翔平」の夢のような

活躍を見て楽しみ、また目前に迫った「東京オリンピック」で活躍

するであろう若者たちや、病と闘う美人「池江瑠花子」の泳ぎをテ

レビ観戦し、彼女からの強い精神力、エネルギーを貰い俺も負けず

にリハビリに励み、この先この身体に鞭打ち米寿、白寿まで生き、

世の中の変わり様を見定めてから天国に旅立ちたいと今思うよう

になりました。 
故に今まで過ごした激動の「昭和、平成」時代、「令和」新時代

の始まりの中で、我が人生80年間が懐かしくなり、今日は対比し

ながら今までの平和な暮らし「政治、経済、社会」の動きと人間性、

命の尊厳、倫理、生き様を思いのままに与えられた15分間で語り、

責任を果たしたいと思います。 
私が生まれたのは、1941年（昭和16年）「太平洋戦争」勃発の

年です。昭和20年、幼い4歳頃の思い出は岐阜、名古屋が空襲に

あい高山にも爆撃予告のビラがまかれ逃げるがための疎開が始ま

り、我家にも親戚の荷物が運び込まれてきました。また夕食時間に

飛行機の音がすると、B29が来たと言って裸電球に風呂敷をかけて

部屋を暗くしおびえていました。無言で「大根やイモ、麦簸え」混

じりのおかゆをすすり、飛行機の音が聞こえなくなると風呂敷を取

り、ほっとして食事した事など終戦後のひもじい貧乏生活が思い出

されます。また未だに忘れられない子供心の思い出に、隣のおじさ

んが兵隊に行くのを送り出した日の光景もはっきり覚えています。

何故かというと、この時に「白い米粒」の大きなおにぎりを貰って

食べたあの美味しさが、未だ忘れられない程しっかり心に焼き付い

ているからだと思います。今思えば近所の人、また親戚の人が沢山

集まり、悲しく寂しくなるのをこらえ「勝ってくるぞと勇ましく」

の軍歌を歌い送り出したわけで、負戦を目前にして死を覚悟、生き

て帰れないことを予感しての切ない別れだっただろうと思われま

す。子供の俺にはそんな悟りはなく、ただ腹が減っていたことと混

じりのない白ごはんの「おにぎり」が如何に美味しく心に残った事

にあると思います。当時は、ご飯が臭く糸を引いていても黙ってお

茶漬けにして飲み込み、飯の上にハエが黒くたかっていても払って

食べました。一粒のごはん粒でも拾い口に入れ、食べないと親父に

火箸で叩かれました。（現代の消費期限がきたから捨てる、という

考えはありえない時代でした)。 
今一つは同年（昭和20年）、天皇陛下の「降伏宣言」をラジオで

聞いた覚えですが、正直ラジオはジイジイ音で何を言っているのか

全然分からず、皆でじっと座って聞いた事だけ覚えています。日本

が1945年（昭和20年)、広島、長崎に原子爆弾を落とされた敗戦

から数えて歴代総理大臣は今の菅総理大臣で30人目かと思います

が、毎日のコロナ菌との戦いは正に当時の世界戦争に同じ、いやそ

れ以上の死者です。また東京五輪問題で火の車の政治が行われてお

り、太平洋戦争末期、その決断に政治生命がかかっていた時に似た

感じにさえ思えます。私の中学生時代の主な出来事を拾い出すと

1947 年石橋湛山総理の時、修学旅行で東京に行った際、駅や上野

公園の西郷隆盛像付近には乞食(ルンペン)が沢山いて吃驚しました。

(パパママピカドンでハングリー、ハングリ―)と私達に迫ってお金

を貰いにきたのを思い出します。あの当時高山山王祭り等において

も、鍛冶橋には白い服装の少尉軍人が沢山いて、アコーディオンを

引きながら恵み金を貰う姿が常でした。以後日本の政治、社会は混

迷し、頭に浮かんできますのは1952年（昭和27年）、当時の吉田

総理がバカヤロー解散をしたあの国会審議を子供ながらにラジオ

で偶然聞いていました。おそらく吉田総理は敗戦処理の中でサンフ

ランシスコ条約、「日米安全保障条約」を、日ノ本日本国を思い、

命、身体を張ってマッカーサ―と交渉妥結したのに、野党の質問に

腹を立て、ついバカヤローと言葉が出たのだったと思います。正直

あの頃、私達の遊び言葉には常にバカヤローがあり学校で言うと先

生に叱られたものです。また1958年岸信介総理の安保騒動、国会

議事堂を取り巻く学生運動、赤軍派の動きなど国会が紛糾したこと

もテレビを見て覚えています。(私は高校大学を出ていないので参

加はしていません。) 
その後1960年池田勇人総理、所得倍増計画の元、アメリカに追

いつけ、追い越せとの号令で一億総国民、国家の為我が生活の為、

汗して働きました。私も若い左官職人の頃は年中無休のような働き

で、月に 2 度の公休日（1 日･15 日）、盆正月の連休日以外（年間

300 日）は猛烈に汗して働き稼ぎ、それが日常の生活でした。尚、

田舎百姓衆は太陽と同じく朝陽と共に起き、手元が見えぬ暗がりま

で 300 日位田畑で仕事、働き通しが当たり前で、お袋などは大家
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族の針仕事、食事の準備と今思えば寝る時間など無い位の暮らしだ

ったような気がします。子供も親について毎日手伝いをしたもので

す。よく働くことでアメリカに追いつき高度経済成長期の良き時代

となり、私共は海外旅行や楽しい遊びも沢山経験した幸せな人生で、

今はひたすら親に感謝です。 
その後日本政府は「ゆとり」だの「平等」だの「親や教師を敬う」

という「日本人魂」を抜いた教育に方向転換し、国が裕福になった

今は贅沢し放題、昔人間の私から見ると「罰の当たる生活」であり、

仕事はするな、休め休めで 250 日余りの働きで有給は取れ、遊び

に金を使えと言い、国家財政は逼迫した赤字財政にもかかわらず、

また人口減となる中、若者にその付けを回す無責任政治がなされて

おり、加えて「週休 3 日制」が叫ばれる有様です。（現代はデジタ

ル化が進み世の中が変わっています。上記の考え方は私の頭が古い

とお叱りを受けそうです。） 
東北の震災、この頃の異常気象への不安、大洪水、コロナ等によ

る苦しみの中、必死に暮らす人の支えや、また襲うであろう災害へ

の備え、危機管理「蓄え」を考えない政治に腹が立ちます。皆さん

頑張って下さい。我国の将来はどうなっていくのでしょうか。 
（挾土、後はクローン人間に任せ、ロボット化、デジタル化によっ

てこの先上手くいくから大丈夫。心配せずお前はお先に天国へどう

ぞ。と言われそうです。） 
確かに私も昔は家庭を顧みず働き過ぎだったことは反省すべき

ですが、思い起こせば終戦当時の各財界リーダー、政治家たちは「骨

があり責任感」、国家を重んじて行動していたことは事実であり尊

敬できます。今の諸外国（中国等）の動きを見ると、民主国家とし

ての責任ある行動、叡智が求められます。皆さん平和を求めて頑張

ってください。 
今の世は「箍が緩み、格差分断社会、思いやりもおかげさまの心」

もない、利己主義のリーダーが多くなり許せません。「世直し」が

必要です。水戸黄門様か聖徳太子のようなお人にお出ましいただき、

大きな「喝」を願わずにはいられません。私は、正しき道を進め、

と言われる我が経営の師「稲森和夫氏」のお出ましを願いたいと思

う今日この頃です。(日本人は素晴らしいのに政治に口を出す挾土

お前、言い過ぎ考え過ぎとお叱りを受け、このクラブを除名されそ

うです)。 
加えてこのコロナ騒動は、地球の温暖化、自然破壊等人間の善悪

をわきまえない「贅沢、わがまま、利己主義」にお灸を据えるべく

宇宙よりコロナ菌を持って攻め入っている、正に世界戦争だと私は

見ています。先般の「剣田ガバナー」のお話では、世界ロータリー

の方向性は財団目当てで会員獲得メンバーは犯罪者以外誰でもよ

い、例会出席も自由だと話されましたが、がっかりで意に反した話

であります。私の認識は、ロータリーとはあくまでも己を律し「天

職を高め、職業を通して社会に奉仕」する団体であるべきと思い、

一業種一人の推薦ということに誇りを持ち、その「自覚と責任」を

感じ努力して人間力を学び、人生道場として入会以来例会を35年

間皆勤しております。 
 本席、遠藤委員長より与えられたテーマは、出席する意義に関し

て話せとのことでしたが、賢い皆さんに向かって私ごときが理詰め

で話す言葉はありません。ただ思いとしては、人間生きがいとは、

「向上心」を持ち生活する事であり、本音は「認められたい、褒め

られたい、人の役に立ちたい、愛されたい」と誰もが思って働き人

生を送るのだと思います。言うなれば、人間力を養えば自ずとこの

欲求が叶えられ幸せ人生が送れるのではないでしょうか。 
その「人間力を養う」場所が、ロータリー例会場です。毎週金曜

日この時間に来て、ロータリーソングを歌い、四つのテストを唱和

し、食事をして会長の話を聞き、ニコニコを提出して布施の心を養

い、お互いを知る。また時には、こんなつまらない卓話でも聞いた

ふりをし、娑婆の話を聞いて帰る。何事も出席することが己を磨き

楽しい人生を送り、企業を守る原点だと私は思っています。常に「夢

ときめき愛」をもって何事も「はい喜んで、よしやるぞ」「無理、

出来ないと言わないで、出来る方法を考え」行動に移し、頑張る事

かと思います。失敗や間違いがあっても良いではありませんか。反

省し努力することで充実した人生が送れると思います。ご清聴あり

がとうございました。 
 
 
 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●高山中央ＲＣ 岩垣津 亘 様 

本日お邪魔します。よろしくお願いします。 

●門前 庄次郎さん 
岩垣津亘さん、ようこそお越し頂きました。ご来訪を歓迎致します。 
●鴻野 幸泰さん、向井 公規さん 

4日の新旧会長・幹事慰労激励会には、多くの皆様にご参加いただ 

き有難うございました。ゴルフコンペでは、なんと3年ぶりゴルフ 

の鴻野会長が優勝し2位が岡田さんでした。馬を当てられた方が一 

人も見えなかったので全額ニコニコへとなりました。はぐるま会へ 

の入会も増えそうですので楽しみです。本日は例会もいよいよ本格 

的なスタートで、出席・プログラム委員会の担当例会です。遠藤委 

員長および卓話を頂く挾土さん内田さん、宜しくお願いします。ま 

た会計決算・予算報告もあります。新旧会計の斎藤さん米澤さん、 

宜しくお願いします。 

●遠藤 隆浩さん 

今日は出席・プログラム委員会の担当例会です。挾土さん内田さん

スピーチよろしくお願いいたします。楽しみです。 
●田中 武さん 

本日の卓話、挾土さん内田さん楽しみにしています。頑張って下さ

い。よろしくお願いいたします。 
●内田 幸洋さん 

本日、挾土さんの前座を務めます。よろしくお願いします。 
●挾土 貞吉さん 

先日の会長幹事ご苦労様激励コンペ・祝賀会に年長者へのお心遣い

による乾杯とめでたの発声指名を頂き、今日はスピーチが当たり時

代の節目を感じ、大河ドラマの｢青天を衝く｣の主人公の気分で今 
胸がわくわくドキドキ高鳴り、惚け防止になっています。 
●杉山 和宏さん 

7月4日の会長幹事慰労激励会には多くの皆様にご参加いただきあ

りがとうございました。コロナ禍ですが開催でき良かったと思いま

す。堺前会長、下屋前幹事、お疲れ様でした。鴻野会長、向井幹事

よろしくお願いいたします。 
●田近 毅さん､内田 幸洋さん､阪下 六代さん､斎藤 章さん､ 
門前 庄次郎さん､ 遠藤 隆浩さん､松田 康弘さん、堀 幸一郎さん 

堺前会長下屋前幹事の慰労と、鴻野会長向井幹事の門出を祝し、ゴ

ルフコンペ・慰労会が多くの皆様のご参加により盛大に開催されま

した。これからも高山西ロータリークラブが益々発展していきます

よう皆で盛り上げて行きましょう。ご参加いただきました皆様、設

営していただきました皆様ご苦労様でした。 
●米澤 久二さん 

先般の例会で、昨年度ニコニコの回数が多かったと高額な賞品をい

ただきありがとうございました。今年も大賞を頂くべく頑張ってニ

コニコへ投稿したいと思います。 
●塚本 直人さん 
昨日春より大学に進学した長女に会いました。リモート中心ですが

大学生活を楽しんでいてホッとしました。東京では4度目の緊急事

態宣言が出るとの事ですが、無事にオリンピックが開催できる事を

祈ります。 
●向井 公規さん 
本日13時半よりも已むに已まれぬ予定があるため早退させて頂き

ます。ロータリー第一と考えていますが本日はお許しください。 
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