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第17回 [ 3025 ]回目 例会報告  令和２年 (2020）１１月１９日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  菅野浩司 会長                             
 
◆ロータリーソング 〔それでこそロータリー〕            
 
◆四つのテスト 西山友幸 職業奉仕委員長 

 
【 11月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１１月 １９日 渡辺真紀子様（達也会員）  １１月 ２０日 鈴木 香 様（重忠会員） 
１１月 ２３日 西山  弘子様（友幸会員） 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

本日も例会出席ありがとうございます。まずは、先週行われ 

ました理事会のご報告から。１２月の例会プログラムについて、 

１２月１７日に予定されておりました「家族同伴忘年会」は、新型コロナ感染拡大防止の

観点から中止と決定いたしました。代わりに１７日は通常例会となり「年末チャリティー

例会」として開催予定です。ささやかなクリスマスプレゼントをご用意させていただく予

定で、募金箱も回させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

 次に、会員増強のための推薦書とアンケートについて、１０月末で締め切った結果を、

理事会にてご報告させていただきました。たくさんの推薦をいただきましたが、見込度等

を検討の上、推薦者の方に個別にご相談させていただき、対応させていただく予定です。ご紹介いただいた方、す

べてに入会を勧奨していくということではございませんので、ご理解のほどお願いいたします。また、コロナ禍の

中、なかなか委員会の活動もできていない状況でもありますが、例会の前後を利用して委員会を開催し、今後の活

動について協議すべきだとの意見もありましたので、各委員長の皆様、今年の事業計画のもと活動していかれると

思いますので、開催の可否等も含めて、委員の皆様でご協議をお願いいたします。 

 さて、今第２５３０地区において「地区１０年のあゆみ」の出版に向けて、編集作業に入っておりまして、各ク

ラブにも、ここ１０年間のあゆみについて、原稿や写真提供の依頼がありました。事務局の丹野さんがまとめてく

れておりまして、先日チェックさせていただいたのですが、１０年間の中で、年間最高出席率という項目があり、

当クラブでは、２０１５－２０１６年度が９５．０９％という出席率となっておりました。服部会長年度でありま

す。私も、今年度はこういう時期でもありますが、この９５．０９％以上の出席率を目指していきたいと思います

ので、皆様のご協力をお願いいたします。以上、本日の会長の時間とさせていただきます。 
 
◆ロータリー情報小委員会からのお知らせ 吾妻一夫 小委員長 

 情報委員会よりご紹介いたします。ロータリーの友について、会長メッセージが第１頁

に載っております。また、ＲＡＣ元会長のアリア・アリさんという女性の方の記事では、

読んでいただくと「四つのテスト」が生きてくるのかなと思います。その中では、どの子

供も自分の子供のように接するなど載っております。もう一つは、外国人から見た日本人

の通勤の様子について、見ていると電車の中で無口になっていたり、みんな携帯をいじっ

ている、これで本当にやる気があるのかというような内容で、外国から見るとそんな見方をされているように感じ

ました。様々な情報が載っており、先週もご紹介したい記事がありましたが、発表するチャンスがなくて、今日は

大内会員のスピーチもありますので、これで終わります。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 村上裕司 会長エレクト 【合計５８ｓ】 

吾妻 一夫会員 ５ｓ 大内さんスピーチ楽しみにしています。 
大内 勝行会員 ５ｓ 今日、スピーチよろしくお願いします。楽しくやりましょう。 
菅野 浩司会員 ３ｓ 大内会員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。 
村上 裕司会員 ３ｓ 大内会員スピーチ楽しみにしております。 
堀切 孝敏会員 ３ｓ 家内の誕生日にお花をいただいてありがとうございます。 
畠  隆章会員 ３ｓ 大内さんのスピーチ、楽しみにしております。来週はお手やわらかにお願い致します。 
安斎 忠作会員 ３ｓ 大内さんのスピーチ楽しみにしてます。 

会員総数 39名  

出席会員 29名  

欠席会員 10名 

出席率  74.36% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   石 黒 秀 司 

ガバナー補佐  佐久間 弘 行 

会   長     菅 野 浩 司 

幹   事     斎 藤 孝 裕 

       

 

 

週  報  
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言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

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 

 

「４つのテスト」西山委員長と

本日の司会の生田目副幹事 

地区重点活動目標 
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 

１１月は 
ロータリー財団月間 

経済発展月間 



石川 邦俊会員 ３ｓ 大内会員のスピーチ楽しみです。 
生田目正志会員 ３ｓ 大内さんのスピーチとても楽しみにして来ました。 
渡辺 達也会員 ３ｓ 妻に誕生日の花ありがとうございます。大内さんのスピーチ楽しみにしています。 
紺野 容樹会員 ３ｓ 大内さんのスピーチ楽しみにしてました。 
川又 康彦会員 ３ｓ 妻へのお花ありがとうございます。大内さんのお話、楽しみにしております。 
油井 明則会員 ３ｓ 大内さんのスピーチとてもたのしみにしています。 
鈴木 牧子会員 ３ｓ 大内さんのスピーチ楽しみにしています。 
西條 博之会員 ３ｓ 大内さんスピーチ楽しみにしています。 
永井 秀典会員 ３ｓ このところ出席がままならず申し訳ございません。 
千葉 政行会員 ２ｓ 欠席おわび 

あ 西山 友幸会員 ２ｓ 欠席おわび！！ 
松﨑 義将会員 １ｓ 前回欠席おわび 
渡邊 哲也会員 １ｓ 大内会員のスピーチ楽しみです。よろしくお願い致します。  

◆会員スピーチ   「今までの人生とこれからの生き方」 大内勝行 会員 

この度は、貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。私は、ロー

タリーに入会して５年です。平成２７年の１２月１０日に入会いたしました。私と同期

は、生田目正志会員と渡辺達也会員の３人です。とても心強く思っております。入会し

て、皆さんのお人柄を知り、品格のある方々とめぐり会えて、幸せで光栄なことだと思

っております。今日のテーマは、４年前の入会時の新会員スピーチの続きをお話しした

いと思います。テーマは「今までの人生とこれからの生き方」ということで考えてきま

した。振り返ると、自分の人生は２０年刻みなのかなと思っております。なぜかという

と、２３歳で大内建設を設立いたしまして、４３歳の時には「リンクサーキット」を造

りました。前回、リンクサーキットを造った時に、先行投資をしないと決めたはずでしたが、今回６３歳になって、

新しい事業が始まり、これに先行投資をしました。人間というのは不思議なもので、やるとなったらやらなくては

ならないとなってしまい、現在、企画をしております。 

皆さんもそうだと思いますが、最近は一気に体の衰えを感じて“年を取ったな”と感じております。このコロナ

禍で外出できないというのも効いております。私の場合は、仕事終わりに飲みに行くことを楽しみにしていました

が、飲みに出られなくなったことが、本当にストレスです。人の感じ方は色々だと思いますので、外に出ないこと

をストレスに感じない人もいると思いますが、帰ってからの自由な時間のストレスが今回は自分にのしかかった

なと感じております。体の方も膝や肩が痛くなって、６０歳くらいになると体が一気に衰えるのでしょうか。握力

も落ちたし、腹筋も上がらなくなって、それだけ体が一気に衰えてしまいました。将来について、面白みがなくな

ってしまうのではと感じており、これからは何を楽しみにしたらいいのかと思っております。皆さんも多かれ少な

かれ、病気があると思いますが、私の場合は軽い無呼吸症候群を患っております。寝ていると、いびきをかいて、

たまに呼吸が止まってしまいます。突然死で亡くなっている方がいるので、自分もそうなったらどうしようと考え

てしまいます。今はコロナも怖いですが、一番怖いのはガンだと思います。ガンは取れば大丈夫だと言う人もいま

すが、発見が遅れると怖い病気です。昭和生まれの人は「ハンカチ落とし」をご存じだと思います。それとガンは

似ているなと思って、何気なく輪になっているうちに、後ろを回っている人が、ポンとハンカチを落とす。すぐに

気が付く人はいいのですが、気が付かない人は一周回っても気が付かない。それはガンと同じではないかと思うの

です。死ということはどういうことなのだろうかと考えると、いくら偉い人でもいつかは一生を閉じるのですか

ら、そう考えるとガンは怖いなと思います。 

 先日、テレビを見ていたら松本伊代さんのご主人のヒロミさんが出ており、いいなと思ったことは、普通の人は

「愛しているよ」とか言うのですが、ヒロミさんは伊代さんに就寝前に「ありがとうね」と言うそうです。それは、

寝たままで起きてこない人がいるからだそうです。たしかに一理あります。万が一、寝たまま死んでしまったら、

感謝の言葉を言えないので、そういう言葉を使うのもいいなと思いました。色々な病気になって、寝たきりになっ

てしまったり、そういうことも怖いし、人間というのはどっちを選んだらいいのか、ガンは４０％の人が死ぬまで

痛みを伴うそうです。ニュージーランドでは、この一年以内に安楽死を認める方向にきていますが、日本でもその

選択肢を徐々に取り入れる可能性を考えてもいいのではないでしょうか。日本では２０５０年頃には、高齢者が人

口の約４０％に達します。終末医療に関しても、様々な議論があってもいいと思います。 

 お金について、自分の経験でいうと失敗したことがあります。お正月に孫へ普通の方よりかなり多めのお年玉を

配っていたら、何年か前から、 そういうことはやらないで下さいと言われました。子供を甘やかしてはダメだと

言われて、お金は邪魔にならないからと思ってあげていたのですが、そういうものかなと思って、自分のためより

も人のために、うまく援助できる方法、困っている人にダイレクトに援助できる方法などを、皆さんに是非教えて

いただいて、今後ご協力したいと思っております。最近はお金も欲しくない、車も欲しくないと感じて、本当に年

を取ったと感じております。これから、自分は何歳まで生きられるかわかりませんが、ボランティア活動などを行

っていきたいと考えております。 

また、皆さんに知っておいていただきたいのは、うちでは「リンクサーキット」も経営しておりますが、私は無

報酬です。 その分、好きな車両購入などで楽しませてもらっております。 先月、仙台の菅生で耐久レースがあり

ましたが、トヨタ自動車の社長も参加していたのですが、私も耐久レースのチームを作るのもありかなと思いまし

た。それは、トヨタの社長ぐらいだから、がんがん攻めるというのではなくて、本当に紳士的な走りで、みんなの

輪を作っていく、そういう車遊びもいいかなと思ったのです。 

最後に、私は旧車を集めるのが好きなのですが、旧車は２倍から５倍の値段になる時もあります。そういうのも

一つの楽しみとして、仲間づくりや物を見て、楽しんで、それが将来３倍なるという旧車の遊び方などもあるので

す。ちょうど時間となりました。ありがとうございました。              

スマイリング報告 

◆閉会点鐘   会長 


