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【 本日のプログラム 】 4月9日 卓話 「フランスから独立して～トーゴ共和国～」 トーゴ共和国大使館
臨時代理大使 スティーブ・アレワビア・デラリ・アクレソ・ボジョナ 氏
【 次回予告 】 4月16日 卓話 「お金を科学する～金融工学とは～」 慶応大学 教授 枇々木 既雄 氏
【 第1758例会 】 平成27年4月2日（木） 【 司会SAA 】 中島 康次郎 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 阿萬 正巳 君

会長の時間

山崎 賢二 会長

の役を石川健次会員にお願い致しましたところ快

実は、現在当クラブ細

くお受け頂きました。石川会員には座長として検討

則 と内 規 に ついての 見

委員会の規模・人選・取りまとめ役の全権を委任

直し作業を行っておりま

致しました。その結果、私と座長・石川会員、以下委

す。これは一部クラブの

員として後藤会員・藤塚会員・橋本日吉会員・辻会

現状と細則・内規とが整

員・小柳会員の７名にて委員会を構成することとな

合していない部分が見受

り、現在まで２回の検討委員会を開催致しました。ほ

けられるため、 その 整合

ぼ、まとまりつつあります。

性を 確 保す るた め の 作

規約によりますと、細則の変更につきましては任

業です。現年度の開始にあたっては２０１３年版手続

意の例会にて皆様の承認が必要となります。また、

き要覧の中の変更された部分を確認し、その部分

内規の変更につきましては理事会の承認が必要と

のみクラブ活動計画書に反映させましたが、それ以

なります。従いまして、細則・内規共に先ず５月の定

外の部分につきましては皆様の承認を頂く手続き

例理事会に上程し、承認を頂いた後にあらためて

が必要となりますので落ち着いた頃を見計らって

例会における皆様の承認を得たいと考えておりま

検討委員会を立ち上げるべく考えておりました。去

す。また、各資料につきましてはなるべく早目に皆様

年９月の定例理事会において私が検討委員会の

のお手元にお届けし、事前に充分ご確認頂けるよ

委員長を務めるとのことで一任を頂きましたが中々

う準備をしたいと考えております。具体的な日取り

落ち着けることもなく延び延びとなっておりました。

につきましてはあらためてご通知するとともに例会

私が自ら取りまとめ役を務めようとすると何時になっ

の担当委員会に対しましては事前に多少の時間を

ても出来そうにありませんので何方かに取りまとめ

頂くべくお願いを致しますのでその節には宜しくご

役をお願いすることに致しました。去年の１２月頃、そ

配慮の程お願い致します。

会員数

出席者

44名

31名

出席率
81.58%

前々回修正 出席免除
72.22%

11名
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欠席者 7名(敬称略)
青柳、原嶋、引田、入江、小松、辻、梅野

幹事報告

小栁 智裕 幹事

①4月のＲレートは＄1＝118円です。
②渡辺ガバナーより、各クラブへ再訪問したいとの
依頼がありました。皆様と相談し決定したいと思
います。
③渡辺ガバナーより、今年度第４クウォーターの重
点事項3点が最後の踏ん張りとしてお願いがあ
りました。1.ＲＩ会長賞の推薦 2.会員増強 3.財団・

卓

米山奨学金の寄付。

話

「私の履歴書」

④4月23、24日一泊家族例会の参加をお願いしま

後藤 定毅 会員

す。
⑤関東ブロックローターアクト第26回関東ブロック
今日は「私の履

研修会の案内が届いております。今年度は第27
80地区がホストとなり、5月30、31日に相模原で

歴 書」 という こ と

開催されます。締め切りは4月30日です。

で、自分の生立ち

⑥次週例会終了後、理事会を開催いたします。

から現在までを順
を 追っ て話 す しか

委 員 会 報 告

ありませんこと、ま
た この 手の 話は

お祝いの方々
親睦活動委員会

面白くないことも、

藤田 方巳 副委員長

ご了承ください。
会員誕生日
結婚記念日
創業記念日

阿萬
藤塚
上田
舘盛

正巳
勝明
利久
道明

君
君
君
君

私の父は、宮城県亘理の出身で、母親が病弱な

4月2日
4月2日
4月3日
4月8日

こともあり、子どものころから大変苦労したようで
あります。成人前に夢を持って東京に出て、私の母
と知り合い、私が生まれたのは、戦争真っ最中の昭
和18年６月です。生まれたのは、東京市蒲田で、戦
争が激しくなったものですから、母の実家の厚木に
引っ越すことになって今に至っています。 兄弟は７
歳下の弟と二人兄弟です。
地元の相川小学校、中学校から厚木高校に進
みました。中学３年生の時に100メートルの記録が1
2秒0、高校2年の時が11秒6と、陸上競技ではそこ
そこの選手でした。最盛期にはインターハイのリレー
メンバーで全国大会に出たこともありました。
体育会系だったわけですが、どうにか現役で中
央大学の法学部に合格できました。今でも司法試
験では多くの合格者を出している学校ですが、私は
公務員試験を受けて昭和42年4月、当時の建設省
に入省しました。その時の自分の仕事が地図作成
の許認可事務だったので、その当時の日本の地図
には、 北方四島が明示されておらず、国会で大臣
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が追及されることになり、若造ながら官僚の一人

ご案内のように、私はみなさんのご支援で2010

として建設大臣の答弁書や、想定問答集を作った

～11年度にガバナーを務めさせていただきました

りしたことがありました。

が、私のようなものがガバナーなど、今でも赤面の

昭和44年12月に、父が心臓発作で倒れたため

至りです。

に、急遽役所を辞めなければならなくなり、45年の

ロータリー創立100周年の時の会長幹事は、神

1月から父の跡を継ぐことになりました。たったの8

作、館盛さんですが、この二人が当時の松宮ガバ

ケ月後にはその父も他界してしまったので、26歳で

ナーに、冗談でうちのクラブにガバナー補佐に相

社長になりました。それからが大変でした。

応しい人間がいるからと言ったのがそもそもの発

私の今の職業は、旋盤やフライス盤で機械の部

端でした。その年はこともあろうか、地区がガバナー

品を作る仕事とか、トヨタや日産などに機械を据付

ノミニー問題で大荒れになってしまいました。そこに

け、あるいは修理をすることを主にやっていますが、

冗談のはずの松宮ガバナーへの話が出て来てしま

私は技術者機械屋ではないので、全く困りました。

い、クラブに歴史があって補佐経験者がいないの

仕方なく一年くらい現場に入って用語などは覚え

は大和中からということで、多くの地区の関係者

ることが出来たのですが、辛くて幾度となく廃業し

に説得されて、私にその役目が回ってきてしまいま

ようと思いました。ただ自分がどうしたら上手く会

した。ところが大変な年度で、ごたごたが続いて責

社を運営できるかを真剣に考えて行きました。そこ

任者として眠られなくなり、こんなロータリーなら辞

で得た結論は、社員よりも早く出社し、遅く帰る、そ

めようかと何度も思ったものでした。ただそれでも

して経理内容を公開し、みんなで出した利益を公平

私が乗り切れたのは、捨てる神もいれば、拾う神も

に分配する。また取引先には良い品物を、できるだ

いる、まさにロータリーの多様性の持つ思いやりの

け安く、そしてより早く、という極めて単純なやり方

お蔭で、多くの善意と支援が私の下に寄せられた

を積み重ねて行くうちに、社会にやっと認めてもら

からでした。

えたというところでしょうか。信用信頼はすぐには

そして2010年のガバナー選出は、結局逃げられ

身につかないこと、そして自分が努力して撒いた種

なくなって受けたような次第でした。その決断に至っ

しか収穫できないという経済や社会の厳しさを味

た最大の理由は、現会長である山崎さんと藤塚さ

わいました。

んの会長幹事に呼び出され、山崎さんは私にこう

ロータリーとの出会いですが、事業が軌道に乗り

言ったのです。「後藤さん、これほどみんなで推して

出した昭和55年7月、37歳で、故布施光雄さんの

るのに、ここまで来て逃げるなんて男じゃないよ」と

紹介で入会させて戴きました。その年度には多くの

の一言でした。山崎さんは覚えてないでしょうが、

人が入られたのですが、今では同期に高橋政勝さ

私の小さいプライドに火をつけたのが山崎さんでし

んがいるだけとなり、大変寂しく思っています。

た。
こうして今、自分の人生が終末近くになって思

当時クラブは大変活気が漲っていて、会員の平
均年齢も若く、50歳を切るくらいだったでしょうか、

うのですが、ロータリーに入らせて戴いて良かった

みんな元気でした。一番の思い出は、会員が亡く

と思っています。人生の出会いはいつも偶然の連

なったときには、奥様の依頼で我がクラブが葬儀

続ですが、その偶然を生かすかどうかが運命の分

を取り仕切ったことがありましたし、会員が不況で

かれ目のような気がします。ロータリーには義務が

難儀していた時には、その物件を購入するなど、ま

ほとんどありません。活動や奉仕に参加するかしな

さに初期ロータリーの如く、相互扶助などにもかか

いか、全ては自分の判断次第に任されています。そ

わっていたことが記憶に残っています。また入った

してそれぞれの人生や商売が違うように、いろいろ

すぐ後、国際奉仕関係で韓国と姉妹クラブを結ぶ

な考えを持った、いろいろな人によって構成されて

予備調印をしたのですが、その時のメンバーも今

います。だから素晴らしいのだと思いますが、これ

は長野さん郡司さんしか残っていませんが、多くの

らの意見を完全に一致させようとするのは無理な

先輩も自分にも、いろいろな思い出が残っています。

話です。ロータリーでは全てが正しいのです。私た
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ちはみんな職業や専門分野が違っていますから、そ

人格が変われば運命が変わる

の経験から来る考え方に自ずから違いがあり、その

運命が変われば人生が変わる

ことに、気兼ねのない、そして遠慮のない例会や会
合での交流を通じて、お互いが気付き、各々の会

これはあのプロ野球の元野村監督の言葉です。

員の境地の向上に役立って行くのだろうと思いま

皆さんがどのように考えられるかわかりませんが、

す。ロータリーの内部で体験を積むにつれて、人は

ロータリーを考える上で、また人生を考える上で、何

ロータリアンになって行くのではないでしょうか。だ

か参考になる言葉ではないでしょうか。

から「He Profits Most Who Serves Best 最も奉
仕するもの 最も報われる」、という考えがあるので
はないかと思います。
心が変われば態度が変わる
態度が変われば行動が変わる
行動が変われば習慣が変わる
習慣が変われば人格が変わる

スマイルボックス

石川 健次

委員

本日 \17,000 累計 \558,900
ロータリーもです。
高橋 清 君
後藤さんの私の履歴書、楽しみに拝聴致します。
韓国第3630地区の地区大会へＲＩ会長代理とし
てご出席ご苦労様です。ご成功をお祈りいたしま
す。
梅田 秀雄 君
後藤さん、本日の良いお話楽しみにしていまし
た。宜しくお願い致します。
古郡 清 君
後藤さん、本日の卓話楽しみにしています。
橋本 日吉 君
後藤さん、卓話「私の履歴書」拝聴楽しみにし
ております。宜しくお願い致します。
中島 康次郎 君
後藤ＰＧ、本日の卓話楽しみにしております。宜
しくお願い致します。
藤田 方巳 君
上田さんが出席してうれしい！
石川 健次 君
後藤ＰＧの卓話楽しみです。最近スマイルが低
調でしたが、後藤効果で本日はそこそこ集まりま
した。青柳委員長もお喜びになる
と思います。

山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事
本日の卓話、後藤ＰＧ「私の履歴書」宜しくお
願い致します。
岸 幸博 君
創業を祝って頂きありがとうございます。
後藤 定毅 君
私の履歴書を皆さんに聞いて戴くこと、迷惑を
お掛けします。上田さん、お元気のお姿何よりで
す。早い全快をお祈りします。
上田 利久 君
①本日は、後藤ＰＧの卓話を伺う事が出来てうれ
しく、地区、クラブの中心となって、ロータリーの
力強い歯車が回り続けていること、大変頼もし
く思いました。感謝！
②結婚記念日、回を重ねるのみですが、まあまあ
二人仲良く？56回、有難いことです。
神作 彰 君
結婚記念のお祝いありがとうございます。
藤塚 勝明 君
春到来、4月になりすっかり暖かくなりました。そ
して結構記念日がやって来ました。本日はお祝い
をありがとうございます。
阿萬 正巳 君
誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。
3月で税理士会の支部が終わり、時間が出来る
ので、ゴルフに一生懸命力を注ぐつもりです。「あっ」
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