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第 10 回 [ 3018 ]

言行はこれに照らしてから

回目

例会報告

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

令和２年 (2020） ９月２４日（木）

出席委員会報告

「四つのテスト」

◆開会点鐘

菅野浩司

会長

◆ロータリーソング 〔手に手つないで〕
◆四つのテスト

白川敏明

１．例会最重点主義
で、例会出席者の
純増・出席率を高
める。
２．会員増強目標
３．福島職業宣言成
文化
４． 青少年ショート
交換事業実施へ
の研究
5.横断的な委員会
ジョイントでの活
動強化
6. ロー タリー 賞へ
の挑戦
7. ロ ー タ リ ー 財団
への理解と活用
8.米山記念奨学会
への協力

会員総数
出席会員
欠席会員
出席率

39 名
30 名
19 名
76.92%

職業奉仕委員

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆会長の時間
本日も例会ご参加誠にありがとうございます。会長就任前に、パスト
会長方から、「会長になって何が大変かって、例会の会長の時間に何を
話すか毎回悩むんだ」と聞いており、私は毎回例会が終わると、来週何
を話そうかと考えるようになってしまいました。そこで、改めて「会長
の時間」について調べてみたところ、ロータリー百科事典によると、『ク ４つのテスト
ラブ会長は各例会で 5 分間程度の「会長の時間」をもち、クラブ活動やロータリー全般に関わる情
報を提供することが推奨されています。ロータリークラブにおける「会長の時間」は会長にとっても、
また会員にとっても、毎週のクラブ活動の状況を知るうえで大変貴重な時間です。ロータリーでの
「会長の時間」はクラブや会員の活動についての話題や情報を中心に行います。会長は「会長の時間」が会員のクラブ活動
への参画意識と意欲が高まる機会になるように努めます』とありました。時事ネタや趣味の話はダメで、ロータリーク
ラブに関する話をしなければならないようです。今後はできるだけロータリークラブ関係の話を中心にしていき
たいと思います。そのために、もっとロータリークラブについて勉強しようと思いまして「米山梅吉ものがたり」
という本を購入いたしました。安斎米山記念奨学会委員長が以前紹介してくれていた本です。読みやすいなと思っ
たら、
「小学校高学年以上」となっていて、子供用の伝記でした。しかし、米山さんの生い立ちから、ロータリー
クラブの創設にまつわる貴重な情報が記載されており、初めて知る情報ばかりでしたので、非常に参考になりまし
た。こういった本やマイロータリー等でもっともっとロータリーについて勉強し、皆様にお役に立つ情報をご提供
できるように努めたいと思っておりますので、宜しくお願いいたします。
◆幹事報告

斎藤孝裕 幹事

Ａ．来 信
❶ロータリー米山記念奨学会より
❸十綱橋祝賀推進委員会 会長 畠 隆章 氏より
「クラブ支援奨学金制度（４月採用）の案内」
「十綱橋有形文化財祝賀行事の件」
❷県北第二分区ガバナー補佐 佐久間弘行 氏より
と き ９月２８日（月）ＰＭ１：３０～
「国際ロータリー第２５３０地区
ところ 学習センター
2023-24 年度ガバナーノミニー候補者指名案について」
県北第二分区より候補者推薦
Ｂ．メーキャップ報告
９／１９
地区合同委員会セミナー（米山記念奨学会委員会）
佐藤喜市郎 会員

◆青少年奉仕委員会・米山記念奨学会委員会・学友平和フェローシップ委員会合同セミナーの報告 佐藤喜市郎 会員
９月１９日に行われました青少年奉仕委員会、米山記念奨学会委員会、学友平和フェロ
ーシップ委員会合同セミナーのご報告をさせていただきます。内容ですが、まずはフェロ
ーシップの富谷さんがピアニストとしてウィーンに行って、アメリカやヨーロッパなどに
も行って来たご報告がありました。とても素晴らしいスピーチでした。米山奨学生の発表
では、自分が米山奨学生になった経緯や、ロータリーに関しての感謝の気持ちなどをお話
しされておりました。それから、アトラクションとして、最後に富谷さんのピアノのリサ
イタルがありましたが、これはお金を払ってもいいと思うくらいの素晴らしいリサイタル
でした。非常に満足して帰ってまいりました。
青少年奉仕委員会の方では、ローターアクト、インターアクト、学友ということで、それぞれに発表がありまし
た。ローターアクトは今まで３０歳までという上限がありましたが５、６年延びたようです。そういった報告もあ
りました。以上、合同セミナーのご報告とさせていただきます。ありがとうございました。

◆スマイリングＢＯＸ
村上 裕司会員
吾妻 一夫会員
川又 康彦会員
油井 明則会員
鈴木 牧子会員
斎藤 孝裕会員
あ佐藤喜市郎会員
石川 邦俊会員
生田目正志会員
紺野 容樹会員
西條 博之会員
菅野 浩司会員
中島 定宏会員
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◆会員スピーチ

中島定宏

委員 【合計６１ｓ】

前回欠席すみませんでした。本日スピーチをさせていただきます。宜しくお願いします。
村上会員スピーチ宜しく 頑張ってね。
父の葬儀にあたり、ロータリーの皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
村上会員、スピーチ楽しみにしています。
家族の誕生日、お花をいただき、ありがとうございました。
村上会員のホットなスピーチよろしくお願いします。
村上エレクトのスピーチ楽しみにしています。 安斎 忠作会員 ３ｓ 村上会員のスピーチ楽しみにしています。
村上会員のスピーチたのしみにしています。
渡辺 達也会員 ３ｓ 村上さん、会員スピーチ楽しみです。
村上会員のスピーチたのしみにしていました。 白川 敏明会員 ３ｓ お花ありがとうございました。
村上会員のスピーチ楽しみにしていました。
西山 友幸会員 ３ｓ 村上会員、スピーチ楽しみです。
村上会員のスピーチたのしみにしています。
千葉 政行会員 ２ｓ 村上会員スピーチ楽しみにしております。
村上会長エレクトのスピーチ楽しみにしております。本日はよろしくお願いいたします。
福島保険業界のトップセールスマン村上さんのスピーチ楽しみにしています。

村上裕司

会員

皆さん、こんにちは。まず、お詫びを申し上げます。先週、西山会員にスピーチを代わ
っていただいて、誠に申し訳ございません。ありがとうございました。スピーチについ
て、来週まで考えようと思っても考えつかなかったものですから、頭にあったお話をさ
せていただきます。まず、私が先日亡くなられた篠木会員に初めてお会いした時に、ど
う思ったかお話ししたかったので、そんな話を少しさせていただきます。
初めてお会いしたのは、ロータリーの見学に伺った時に、席を案内されて向かい側に
座っていたのが篠木会員でした。怖そうな人だな、話かけづらそうな人だなと思って、
私も緊張していたのですが、食事の時間に丼ぶりが出てきました。皆さんご存じの通り、
私は好き嫌いが多く、肉は全く食べられないのです。残念ながらそれはカツ丼でした。食べられないなと頭の中で
思ったのですが、篠木会員が「どうぞお召し上がり下さい」と言われたので、これは食べるしかないと思い、全て
噛まないで飲んだ記憶があります。見学に行ったきっかけは、佐藤真也会員に「お昼ご飯を食べながら、楽な気持
ちで一緒に行こう」と言われ、本当に楽な気持ちで伺ったのですが、最初にロータリーソングが始まって、次に四
つのテストの唱和があって、その時は佐藤真也会員を信用して見学に来たのですが、ちょっとこれはまずいなと思
って、どう断ろうか真剣に考えておりました。佐藤真也会員には申し訳ないけれど、今回は無かったことでお願い
しますと言おうと思っていたのですが、「とりあえず入って一緒に頑張ろう」と言われ、入会となりました。そう
いう中で、篠木会員は困った時にいつも助けていただいて、私が幹事の時には時間調整がうまくいかなかった時に
も、ピンチヒッターとして助けていただいて、本当にお元気だったので、私は非常に残念な気持ちです。今もご恩
返しできなくて申し訳なかったなと思っております。私の入会した経緯はそのようなことです。
私がどんな道を歩んできたか、ちょっとだけお話しさせていただきます。私は飯坂町湯野的場の兼業農家に生ま
れまして、湯野小学校、西根中学校、高校は聖光学院にお世話になりました。聖光学院では入ったのが普通科で、
一応進学コースでしたが、自分のイメージした空気と全く違っており、普通科は就職が無く、ほとんどの生徒が進
学だと聞きまして、どうすれば確実に進学できるのか１年生の時に真剣に考えました。その時に思いついたのが、
誰もやったことがないことをやるしかないと考え、学校の先生にも３年間クラブの部長をやった生徒はだれもい
ないと聞きまして、１年生の時に部長に立候補して、３年間、バンド部の部長をやらせていたただきました。高校
も無事卒業し、次の短大にも推薦をいただいて、平成３年に就職をしました。
今の全農グループに就職をしまして、当時はＡコープというマーケットがあって、そういうところの関係の部署
におりました。私も二十歳で就職をして、世間知らずというのもあって、入行式に紫のスーツで金縁眼鏡、頭はパ
ンチパーマで行ったのです。当時の全農の役員の方に別室に呼ばれまして、
「村上君は何も目指しているのだ」と
言われ、当時のＡコープは全盛期だったので、私は迷わず「Ａコープの全国制覇を目指します」と言ったら、
「そ
ういうのを目指すのだったら、そういう格好は中央では通用しないよ」と言われたのです。
「会社を辞めるか、そ
の格好を止めるかどっちかにしろ」と言われて、就職して早々普通の洋服を買った記憶があります。この食品業に
１０年間お世話になっておりましたが、その中で一番思い出にあるのは、実はこの世からいなくなるかもしれない
という危険な目にあったことがあります。当時、お歳暮に新巻鮭があったのですが、たまたまお客様にお届けした
商品の中に釣り針が入っていたのです。当然、お客様からクレームが入って、私は状況を伺いに行きました。その
方に「うちの孫がそれを食べて死んだらどう責任をとるんだ」と言われて、私は「その答えに関してはどうするこ
ともできません」と申し上げたら、その方は農家の方だったので、腰に鉈を持っていて、その鉈を振り下ろされた
のです。私は確かに死んだら責任がとれないと納得していたので、これは切られても当然だ、切られるしかないと
思って、逃げなかったのです。鉈は髪の毛をかすったのですが、命には別条はありませんでした。本当に怖い思い
をしたのですが、その組合員の方が「なんでどけないのだ」と言いました。私はその時の気持ちで、「切られるの
が当然だ」と言ったのです。その言葉を深く気に入ってもらったようで、「村上君、俺の言うこと何でも聞くか。
しばらくの間、お昼にうちに来て飯を食べに来い」と言われて、２カ月くらいお許しをいただけるまで通ったこと
があります。それがサラリーマンの時の一番の思い出です。
サラリーマンを平成３年から１３年まで十年間在籍してお世話になりましたが、元々会社をやろうと二十歳か
ら思っていたので会社を始めました。私はロータリーに平成２３年からお世話になっておりますが、佐藤真也会員
からご紹介いただき、ＪＡ共済を扱わせていただいております。平成２１年から１番になってＶ２に、そこから１
１連覇させていただいておりまして、今、福島県では当然１位ですが、全国でもトップ１０に入っております。ロ
ータリーに入会し、色々なことを勉強させていただいて、保険の営業に関しても役立たせていただいております。
今後も一生懸命、世の中に奉仕できるように頑張ってまいりますので、宜しくお願いいたします。ありがとうござ
いました。
◆閉会点鐘
会長

