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通常例会

ＲＩ会長
バリー・ラシン
会 長 テーマ インスピレーションになろう

クラブ会長標語 今何が出来るか 何をすべきか
考え、行動しよう！

日時：2018年 8月28日(火)

会場：ザ・ビー八王子
司会：加藤 登 副幹事

◎ 会員スピーチ
「遊びから学ぶ人生観」
＊前編：7/31(火)
＊後編：8/28(火)

内田 智 会員

最初に出会ったのが『ギター』
。古賀政男先生の「影を
慕いて」とか映画のテーマ曲の「禁じられた遊び」でし
た。千葉会員はハーモニカの名人ですが、私はギターに
触れた程度でした。
次に『詩吟』で新町の神辺さんのおばあちゃんの所で
習いました。宗家は海老澤宏升先生でした。なぜ詩吟を
習ったかと言うと、お客様や人前で会話ができなかった
からです。最初の発表大会は八王子信用金庫の大ホール
で、ステージ上では足を始め身体全体、声もガタガタ震
えていました。富士森に在った八王子市民会館で行なわ
れた東京都詩吟コンクールでは第二位となりました。身
体と声が震えていたのが良かったのでしょうか。
次は『骨董』で、谷文晁の掛軸や刀、鎧などです。職
業柄様々なお客様の考え方や趣味などにお答えする為で
した。神社・仏閣・城なども勉強して、特に法隆寺の五
重の塔、真柱は基礎に柱が付いていない時計と同じ振子
の原理で地震や風などにも耐えて千三百年も現存してい
ます。現在の建築にも応用され東京スカイツリーなどは
代表例でしょうか。
次に『体感した』のは自宅から工場まで歩いて通って
いました 22～23 歳の頃でした。ある朝、東の空から太陽
が燦燦と輝いて昇って来ました。その時です、自分はこ
の地球上に生命を頂き存在して生きている。存在を認識
した瞬間でした。それは人生を変えた大きな衝撃でした。
次の遊びは『バギー車』です。ワーゲン、マツダボン
ゴ、アメ車のリヤエンジン車を 3 台買って来てそれを解
体しパイプで補強して作りました。これらを通して仕事
に結びついた酸素溶接と電気溶接を体得したわけです。
次は『盆栽』です。盆栽は木を小さく小さくする根張
も幹も枝振りも美しく仕上げる。何でも小さくすると言
う現在のカメラやエレクトロニクスすべてを小さくする
技術力は日本の原点、歴史と伝統が生かされているので
はないでしょうか。

今日はちょうどシーズンなので、
『鮎の友釣り』について
話します。鮎は、川で生まれて海に下り、そしてまた川に
上ってくるという一年魚です。鮎の友釣りというのは餌で
釣るのではなく、縄張り意識の習性を利用して釣る方法で
す。5 月頃がベストシーズンで、今頃は富山の神通川あた
りで 4～50 匹ぐらい釣れているようです。明治の頃に、川
の橋の上から見ていたら、鮎が石の周りを泳ぎながらケン
カをしていて、そこから発案された独特の釣り方です。私
も空中糸から、ハナカン周り、針まで自分でセットとして
釣っていました。それは秋から始めて春のシーズンまで 1
年を通して、作る楽しみ、どのように仕掛けるとか。福島
の伊南川で、一日に 94 匹釣ったのが私の自己ベストです。
自然相手なので、狩野川の解禁の時に、私の竿に雷が落
ちて、タイツを穿いていて、竿が下についていたので助っ
たという怖い経験もしました。何と言っても、川の水の流
れ、そして夏の暑い風が―― 暑いのでこのような麦わらの
ハットを被ってやっているのですが、蛙が鳴いて、ヨシキ
リなどが囀って、川風に揺れる葭がザワザワと音を立て、
水の流れがあって、まるで川のオーケストラに浸って、夏
の暑い日に川と戯れるという感じです。釣れない時には蛙
の声を聞いて、友達との話に明け暮れるのが楽しいのです。
それから、川の中で一日ほぼ飲まず食わずで、家に帰って
ビールを飲むと、人生の有難さ、自然の素晴らしさ、自分
の人生に対して満足感を持って過ごせたことで、35、6 歳
から 60 歳近くまで続けてきました。餌で釣らない釣りに、
私はロマンを感じています。それと同時に、そこで人間学
を学んだような気もします。人間の欲とか、業とか、自分
の考えでやってしまうのではなくて、名人たちの話を聞い
て、如何にしたら釣れるかということ、何の道も同じだと
思いますが、そんなことを学ばせていただきました。まだ
登山や自然薯掘りの話と、
いろいろありますが、もう
時間なので、また次の機会に。

◎幹事報告

水長 秀彦 幹事

① 幹事変更(東京代官山 RC)
② 会報 2 号分の発行(7/31＆8/7)
③ 例会ポスト配付について
・「エス・オー・エスこどもの村」資料
・「フードバンク八王子主催シンポジウム」チラシ
・「地区アプリのリリース」資料
・ガバナー月信 8 月号の発行について
・米山マンスリーニュース Vol.221 発行について
④ 伊熊会員・新事務局の歓迎会について
⑤ 次回例会は 9 / 4(火)
例会(12:30-13:30)
会場：ザ・ビー八王子

本日の式次第
◎開会点鐘

山 本武 司 パ ス ト 会長 (12:30)

◎ロータリーソング「それでこそロータリー」
◎お客様のご紹介 山本武司 パスト会長
・東京八王子南RC 柴田穣一様
◎パスト会長スピーチ
◎幹事報告

山本武司 パスト会長

水長秀彦 幹事

◎会員スピーチ(後編) 内田 智 会員
◎閉会点鐘

山本武司 パスト会長 (13:30)

【メークアップ】
橋本幸一 会長・水長秀彦 幹事
多摩南グループ協議会 (8/20)
木下政昭 会員 東京八王子南 RC (8/20)
近藤義之 会員 日本ロータリーE クラブ 2650
(8/28)
◎ニコニコ箱 坂本芳彦 親睦委員長
15 名：計 58,000 円 累計 390,000 円
(年度予算 １,４００,０００円)

◎出席報告

小嶺和昭 出席(奨励)委員長

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

２４名

１８名

75.00%

６名

78.26%

０名

６名

１名

《 ニコニコ特集 》
柴田穣一様

お世話になります。

橋本幸一君

本日は弁護士会の関係で欠席いたし

ます。皆様どうぞよろしくお願いします
水長秀彦君

今日ははっきりとしない天気です。

佐藤直前会長が体調をくずされたようで、皆様
くれぐれもご自愛ください。

佐野武久君

今日は少しすずしくなりましたね。ま

た、インターンシップ委員会でお世話になります
が、宜しくお願い致します。
菅原

孝君

千葉謙一君

早い！もう月末。
ニコニコ協力致します。
本日は柴田先生がお見えになり、とて

もうれしいです。ゆっくりおくつろぎ下さい。私

来週は久々の長期休暇で、今年も北

の長男、長女ともに柴田産婦人科生まれです！ま

海道へ行って参ります。申し訳ありませんが来

た、先日、母が持病の肺気腫が悪化して呼吸が止

週はお休みさせていただきます。

まりそうになり、救急搬送されてしまいました。

伊熊俊雄君

内田

智君

今日、拙い卓話をさせていただきます。

2～ 3週間 の入 院とな りまし たが、 何とか 峠を 越

加藤

登君

山本パスト会長、久しぶりの登板で

え、一安心しました。とりあえずニコニコです。

すね。宜しくお願い致します。
小嶺和昭君

いく分秋の気配を感じるようになり

ましたがまだまだ厳しい暑さです。皆様お体を
ご自愛ください。
坂本芳彦君

先日の8月19日(日)の納涼例会、ｴｽ･

ｵｰ･ｴｽこどもの村の夏祭りにご参加、ご協力頂き
ましてありがとうございました。

《 8 月の予定 》会員増強・新クラブ結成推進月間
7 日(火) ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会
会場：京王プラザホテル八王子
14 日(火) 2 回例会振替休会(お盆休会)
19 日(日) 納涼夜間 2 回例会
会場：エス・オー・エスこどもの村
21 日(火) 納涼夜間に振替
28 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子

馬場れい子君
古瀬和雄君

ニコニコと豪雨義援金に協力します！
まだ暑さが続きます。夏バテしないよ

う過ごしましょう。
松宮兼房君

ニコニコに協力して。

山本武司君

セミの鳴き声も終り、秋の虫たちの出番

となりました。我が家ではヤモリと虫達の戦いが始
まりました。どちらにしても応援しております。

《 9 月の予定 》基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間
4 日(火) 例会・三祝
会場：ザ・ビー八王子
11 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
18 日(火) 理事会・夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
25 日(火) 2 回例会振替休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
例会：毎週火曜日 12 時 30 分～例会場・事務局：ザ・ビー八王子 八王子市明神町 4-6-12 TEL:042-646-0111・事務局直通 TEL:042-644-4135
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