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【 本日のプログラム 】 3月7日 イニシエーションスピーチ・卓話「コーチング論について」 竹内 彰 会員
【 次回予告 】
3月14日 卓話 「ロータリーあれこれ！（希望の風奨学金）」 川野 正久 様
【 第1657例会 】 平成25年2月14日（木） 【 司会SAA 】 鈴木 洋子 君 【 斉唱 】 「我らの生業」
【 ソングリーダー 】 橋本 吉宣 君
夜間移動例会 場所 北京飯店
「クラブを元気に」 米山奨学生 斉忠良 様 送迎会 イニシエーションスピーチ・新会員歓迎会
【ゲスト】 新村 千成 様・上条 正 様・斉忠良 様

たちは君から沢山の元気をもらいました。斉 忠良
君という素晴らしい青年に出会えた偶然に感謝し、
その偶然を嬉しく思います。会員の皆さんも、日本
のロータリー独自の制度「米山奨学会」が、長くロー
タリアンに支持されている事を、深く理解をされたと
思います。
カウンセラーの高橋 清さん、一年間のお世話を
有難うございました。
さて、斉 忠良君のご卒業に当たり、君の故郷、
中国の故事「塞翁が馬」をはな向けの言葉として送
ります。正式には「人間万事塞翁が馬」というそう
です。「人間（じんかん）」とは世間一般の意味で、
「塞翁」とは、城塞に住んでいる「翁＝老人」という
意味です。
中国北部の村の国境は、城塞で守られていまし
た。その城塞の村に馬を育てている老人がいました。
北には胡という異民族が住んでおり、ある時、その
老人の馬が胡の方へ逃げていってしまいました。こ
の地方は良い馬が育ち高く売れるので、近所の人々
は気の毒がって老人を慰めに行きました。ところが
老人は残念がっている様子も無く「このことが幸
福にならないとも限らないよ」と言いました。
しばらくたったある日、逃げ出した馬が胡の良い
馬をたくさん連れて帰ってきました。近所の人々が

斉忠良君 ご卒業おめでとうございます。
昨年の７月に知的障害者施設 松風園の園児、
家族と共に地引網の奉仕活動を行った時の事で
す。ロータリー関係者の中で一番若い君に、子供た
ちが海に行かないように、波打ち際での警備の仕
事を命じました。ズボンを膝までまくり、しっかりガー
ドしていた君の姿を覚えています。お菓子が空から
降ってくるサプライズの時は、子供たちが一斉に波
打ち際に走り、ひやりとしました。君は四方に目を配
りながら、子供たちの邪魔にならないように、冷静
な対応をしていましたね。責任感が強く、そして、そ
の場の雰囲気が読める、しっかりした青年だと思い
ました。
家族会で向島に行った時の事です。君は率先し
て芸者遊びに挑戦しました。何事にも臆さない、積
極的で度胸のある青年だと思いました。
例会に出席された時は、いつもニコニコしながら
会員とお話をしていました。君がいると、その場がほ
のぼのと和み、例会に春の風が吹いたような、爽
やかな気分にさせてくれました。
一年という短い期間のお付き合いでしたが、私
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お祝に行くと、老人は首を振って言いました。「こ
のことが禍にならないとも限らないよ」と。
しばらくして、老人の息子が調教中に落馬して、
足を骨折してしまいました。近所の人々が慰めに行
くと「このことが幸福にならないとも限らないよ」と
平然と言いました。
一年が経った頃、胡の異民族が城塞の村を襲
撃してきました。その村の若者は全員戦いに行きま
した。何とか胡の異民族から村を守ることが出来
ましたが、多くの若者たちが戦死しました。
しかし老人の息子は骨折して足が不自由なため、
戦争に行かず無事でした。
城塞に住む老人の一頭の馬がもたらした運命
は、福から禍へ、また禍から福へと人生に変化をも
たらしました。禍福というのは予測できないもので
すが、一喜一憂せず、泰然と構えなさいということ
でしょうか。
斉君は希望に胸を膨らましながら、念願であっ
た日本での留学生活を始めました。しかし、経済的
負担で、学業と生活を両立することは大変なご苦
労があったと思います。そんな時、ロータリーの米
山奨学生の採用が決まりました。君は卓話でその
時の喜びをこのように話しています。「先生から米
山奨学生に採用された知らせを受けた時、本当に
嬉しかったです。信じられなくて先生に二度も確認
しました」と。そして「ロータリーと出会い、皆様の関
心と励ましから、私は人生のどんな山場でも乗り越
える自信と勇気が湧きました」と話されました。
今、君は希望する日本での就職活動に苦労して
います。これは、君自身の能力や努力とは関係な
いところでの障害です。日本が不景気により採用
を手控えているところへ、日中の政治的問題が絡
み、君の就職活動を難しくしているのだと推察しま
す。しかし、先程の「塞翁が馬」の故事のように、何
事も運命と受け止めて、苦しい時は焦らず、腐らず、
悲観せず、このことが幸福にならないとも限らない
と考えて下さい。そして逆に順調な時には、驕らず、
騒がず、昂ぶらず、このことが禍にならないとも限
らないと、一歩振り返って冷静に自分を見つめてく
ださい。
これからの君の人生は無限の可能性を秘めて
おります。そして、君の人生の中で、幸福もあれば
禍もあるでしょう。そんな時、「人間万事塞翁が馬」
を思い出してください。
斉忠良君に卒業に当たっての送辞と致します。
お元気で、ご活躍をお祈りいたします。

①2/24IMにつきましては多数のご参加ありがとう
ございました。
②3月のRレートは＄1＝92円です。
③3月より例会の運営方法を試験的に変更いたし
ます。例会の充実を図るため、12時より着席順
に食事を召し上がっていただきます。

長谷川 清 会員
二回目のイニシエーションスピーチをすることに
なり、なんだか妙な違和感を覚えますが、再入会を
果たした者の特権と勝手に理解し、お話をさせて
いただきます。再入会ですので私とロータリークラ
ブの最初の接点である亡き祖父の話をさせていた
だきますが、祖父は、1899年5月、小田原市曽我原
に生まれ１２人兄弟の末弟です。幸いなことに当時
としては高等教育を受け、 旧制の 県立第二中学
（現在の小田原高校）に入学、実家から学校まで
の片道約２時間を徒歩で通ったそうです。この時
共に肩を並べて歩いたのが２人の友人で、生涯の
友になったうちの一人は、芥川賞作家にして日本
芸術院会員・文化勲章受章者の尾崎一雄先生、
もう一人の友というのが、農林大臣・建設大臣・
自由民主党総務会長他を歴任した河野一郎先生
です。
将来偉くなる2人と明日の希望・将来のことを
夢見て語り合いながら歩いていれば良いものを、
祖父には違う方向の将来を語り合う恋人ができま
した。結論から言いますとその相手が私の祖母な
のですが、当時は小田原高等女学校（小田原城
内高校を経て現在は小田原高校と統合）に通う女
学生でしたから、大騒ぎになり祖父は退学処分に
なったようで、小田原高校の卒業生名簿には「卒
業生」 としての記録がなく、 同級生たちと同列の
扱いで「入学生」という肩書でごく普通に名前が
載っています。おそらく、同級生たちが陳情して戦
後にでも祖父の名誉を回復してくださったのでは
ないかと私は考えています。
しかし、当時としても退学は退学。祖父は東京/
大塚に嫁いでいた姉を頼って上京し、東京で中学
を卒業した後早稲田大学政治経済学部経済学科
に入学します。縁というものは不思議なもので、早

2

稲田には政治経済学部政治学科に河野一郎先生、
文学部国文科に尾崎一雄先生が入学して、仲良し

はないだろうと思いますし、一家で三代に亘ってロー
タリーの門を叩いたことは事実であり、父も私もMP

の３人はまた同じ学舎でそれぞれの勉強をすること
になったのです。それにしても親友二人は偉くなり

HFと米山功労者になっており、祖父だけ何もなし
では、ご先祖様に対していかがなものかと思い、幸

ました。
1954年8月14日、祖父は小田原ロータリークラ

い円安と米山がインフレになっている状況で、それ
に乗じる形で「祖父にも称号をプレゼントキャンペー

ブのチャーターメンバーに名を連ねさせていただき
ましたが、その翌月の１８日に私が生まれています。

ン」として、大和中クラブに復帰する直前に小田原
クラブに行き1,000ドルと100,000円を寄付してきた

考えてみればロータリーと私とは58年半も前からあ
る意味で縁があった訳です。子供の時の思い出で

という次第です。
最後になりますが、どうかこれからもよろしくお

すが、祖父がロータリーの話を少しでも始めると、そ
れが仮に罰金を取られてしまうような話でも、とて

付き合いをお願い申し上げます。

も嬉しそうに話をしていたのを思い出します。先日
母の所で聞きましたが、母の第一声は『お爺さん

藤田 方巳 会員
今晩は藤田でございます。…………良かったで
すよぉ～
…………私はいい加減な人間なので話に品が
無くなります。ご容赦ください。
四つのテスト 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 どうか今夜は ①
の真実かどうかに照らして 自己紹介をさせて頂き
ます。
私はインパール作戦に行った父と那須の母から
生まれました。母は私が小学校に入る年の２月には
横須賀の米ヶ浜で亡くなりました。
私の変わっているところは、田戸小・南大和小・
沼間小・舩越小・横浜の市場小・渋谷小学校と六
つの小学校で学んだことです。中学校は、３年間光ヶ
丘中学校で学びました。
高校は初恋の人が希望ヶ丘に進学するので一
緒に行きたかったので頑張りました。しかしその思
いは届きませんでした。
イヤイヤ希望でない、大和高校に進学しましたが、
家業の事情もあり中退しました。 電車で通うのも
嫌でした。因みに家業はブリキ屋です。
以来、父の弟子になり ブリキヤの職人をやって
５０年近くになります。その間、 親父の血筋と思い
ますが、遊ぶことが大好きで、見合いで結婚した後
も、いい先輩が沢山居りました。ＪＣとロータリーの
併せて２５年間も、飲む・打つ・ナントカで、親から譲
られた事業所をもう少しで潰すところでした。今は、
飲む・打つ・ナントカの ナントカだけはナントカし
ています。
遊びバッカリやっておりましたので、流石に コリャ
危ないなと思い ロータリーを退会させて頂き、 遊
びながら一所懸命仕事をしていましたら、 病を押

は、それはそれはロータリーが大好きだった』ようで
す。必ずお昼前になるといそいそと会社からお出
掛けになったようで、社長の様子を毎週見ていた
私の父のお婿さんの専務は『ロータリークラブって
いうのはろくなところじゃねぇな』と、とても苦々し
く思っていたそうですが、26年後の小田原中クラ
ブ設立時には自分もチャーターメンバーになってし
まったが最後、ロータリーにはまってしまったという
ことになります。
私の子供の頃のロータリーに関する最大の思い
出は、私が中学一年生のときのクリスマス家族会
です（もちろん、その家族会には父は出席していま
せん）。祖父はその年度に１２代目の会長職を務め
ていましたので、我々家族とは別の正面テーブル
の真ん中です。とても立派に見える広い会場にた
くさんの会員と家族、普段見かけないたくさんの
ご馳走と会員のおじ様達の手作りの余興の数々。
これをもって『ロータリークラブとはどういう組織か
理解せよ』と言われても、とても無理な話ですが、あ
の夜のことは今でも鮮明に思い出すときがありま
す。
父はその後ロータリーにはまって、例えばPHFや
米山功労者ですが、祖父の寄付状況につきまして
小田原ロータリーの事務局に問い合わせました。そ
れが、これまた想像していたとおりでした。１ドルも１
円も寄付した形跡がない、まぁ、当時の物価を考え
ますと、大卒の初任給が１～２万円で１ドルが360円
ですから、ＰＨＦなどになるためにはそれこそ莫大と
いえる金額が必要だった訳ですが、それにしても「０」
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して会長職を全うする ナイスな 横澤会長の目に
とまり、入会をさせて頂きました。髙橋政勝師匠も、
藤塚先輩もボクみたいな奴に推薦サインを戴き有
り難うございました。
これは本音ですが、 ロータリーを退会した後は
なぜか寂しかったです。
こんな いい加減な私ですが、皆様に優しくして
頂き、心から感謝いたします。

スマイルボックス

番 桂柳

因みに２０年前から始めた太陽電池の仕事も今
のところはナントカですが。ピークは、残り１～２年で
はないかと思っております。
最後に★飲む・打つ・ナントカと架けて3つのテ
ストと説く、その心は、①飲む 飲んでみんなと仲
良くできるかどうか？ ②打つ 打って儲けてみんな
に奢れるか どうか？ ③ナントカ ナントカで世界を
平和に出来るか どうか？

副委員長

本日 \29,000 累計 \609,670
富澤 克司 君
斉忠良君、ご卒業おめでとうございます。よく日本
で頑張られました。これからも健康に気をつけて、立派
な社会人としてご活躍を期待しています。新会員歓迎
会長谷川さん、藤田さん、今日は思い切り楽しんで下
さい。
北島 照介 君
上条さん、新村さん、いらっしゃいませ。楽しんで行っ
て下さい。
神作 彰 君、小栁 智裕 君
ティムの上条さん、新村さん、ようこそいらっしゃい
ました。是非、ご入会お待ちしております。イニシエー
ションスピーチ長谷川さん、藤田さん、楽しみにしてい
ます。
松崎 正実 君
遅れまして申し訳ありません。斉君、卒業おめでと
うございます。今後も頑張って下さい。日中関係の良
い手本となってくれることを願っております。
中島 康次郎 君
上条様、新村様、お待ちしておりました。ベリーダン
スご馳走様でした。

横澤 創 会長・入江 公敏 幹事
我らの仲間であり友である斉忠良君、何時までも
大和中RC会員は忘れません。日本の学生も就活難で
す。諦めずに頑張って下さい。長谷川清君、藤田方巳
君、カムバック・イニシエーションスピーチ楽しみです。ど
うぞ宜しくお願い致します。
岸 幸博 君
斉君、卒業おめでとう。これからも頑張って下さい。
長谷川 清 君
本日は、歓迎会を催して頂きありがとうございます。
高橋 清 君、鈴木 洋子 君、橋本 日吉 君
斉君、一年間よく頑張りましたね。今後も両国の橋
渡し役として、RCをPRお願いします。又本日は、イニシ
エーションスピーチ、長谷川会員、藤田会員、楽しみに
しています。宜しくお願い致します。
上田 利久 君、伊藤 英夫 君、髙橋 政勝 君、
山崎 賢二 君、石川 健次 君
同じテーブルで、番さんがお金の勘定をしていたの
で、何となくスマイルします。斉君、卒業おめでとうご
ざいます。イニシエーションスピーチも楽しみです。
後藤 定毅 君、青柳 文四郎 君、舘盛 道明 君、
藤塚 勝明 君、郡司 守 君、梅田 秀雄 君、
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