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第 2507 回例会　２０15年 7月15日（水）SAA（司会）／小澤会員　会報担当／上野会員

●点　鐘　市原 RC 会長　万崎英正　
●ソング　それでこそロータリー　  
●お客様　袖ヶ浦ＲＣ 会長　時田 政明 様
　　　　　　　　　　 幹事　津留 三枝子 様
　　　　　市原中央ＲＣ  　　　千葉 英隆 様
　　　　　千葉港ＲＣ  会長　高橋 宏哲 様
　　　　　千葉南ＲＣ  　　　鈴木 美津江 様

●会長挨拶　市原 RC 会長　万崎英正
　こんにちは。本日は沢山のお客様がお見えになっています。袖ヶ浦
RC 会長、鴇田様　幹事、津留様。千葉港 RC 会長、高橋様。千
葉北 RC 鈴木様。市原中央 RC 千葉様　本日はようこそおいで下さ
いました。本日は当クラブ OB の山崎様の卓話がメインプログラムでご
ざいます。最後まで楽しんでいってください
　山崎様本日はようこそおいで下さいました。私の会長が決まってまず
第 1 回目の卓話者は、山崎様にお願いしようと、5ヶ月も前にお伺いを
したところ「よし」、お前達の門出になりならば喜んで卓話させてもらう
よと返事が帰ってきました。クラブを勇退してからの、違った目線から
の当クラブとRC への思いを今日は存分に伺いたいと思いますので、
楽しく拝聴させていただきます。
　また、もうお気づきになった方もいらっしゃると思いますが、今年度の
当クラブのスローガンを前に掲示させていただきました。このスローガン
を全員で全うできるように努力いたしまして、西村年度にレールが引け
ると良いと思います。8 月第 1 例会で長期計画委員会が実施する第
一回目の「委員満足度アンケート」「クラブ活力テスト」、年数回会員
へのテストを行いますが、それを集計してその結果を活用して、当クラ
ブのあるべき姿を、会員に問いかけ、模索しながら自クラブに相応わ
しいクラブ創りをしたいと思っていますので皆さんのご協力よろしくお願
いいたします。
① 8 月4日の IM のご参加宜しくお願い致します。
②地区セミナー出席のおねがいを致します。会員増強セミナー、ＩＴ広
報公共イメージセミナーが未定です。委員会で調整して下さい。

本日のメインプログラム

卓話　山崎邦夫様

「老い稔り難く」　ラフランス・ヤマザキ，
稚拙な話　懸命にお話します　お聴き取りいただければ幸甚
前後の関係が唐突なところがあるやも知れませんがお許し下さい
ロータリーの思い出　お世話になりお助けをいただいての 82 年　我が
人生
38 年前入会
チャーターメンバーにはなれず途中から
職業奉仕を考えるならば最初から入会させてほしかった

新入会員卓話　福永光司「荘子」　読後感　途中でストップ　失礼
甚だしい
小出善三郎氏の元　親睦委員
木更津芸者総揚　ご高齢の会員喜ぶ　お役努めました
大西会長のもと幹事　手取り足取りご指導頂き充実した 1 年を送らせ
て頂きました
齊藤パストガバナーのもと地区大会　司会努める
地区大会はできれば公共施設を活用すべき
我が地区大会は広報活動と共にロータリーが地域活性化推進に役立
ち素晴らしい大会でした
会長就任　川島様幹事　ご尽力 200%
今もって誰も成し得ない会長卓話集　川島様のお陰　感謝
若い人たちとの交流　言志四緑のゼミ1 年間　山本会員による編集　
出版　会員に配布

ロータリーについて考える事　外野の思い
袖すりあうも他生の縁
人の出会いに始まり人の出会いに極まる
地区大会　茂木パストガバナー　佐々木正様　他　　ご指導　感
謝
ロータリアンで異業種組織のトップとの交流をはかり人生経験を豊かに
していく
そして本音で語ることが成長の過程である
ロータリーは学びの窓である
ひとりひとりが my clubと思い not our club
1 個人　1club　が原点である
楽しくなければロータリーではない　例会が最大のイベント
全員が positive に志をひとつにして活性化をはかる
夜例会　移動例会　1 泊例会　職場訪問　イベントは外に薄く中に
厚く
委員会の老荘青バランス
地区への要望
単体ロータリーを重要視し原理原則に基づく行動以外は free handと
すべき
地区大会は県内を巡回し、できるだけ公共施設を使用し質素に地域
の活性化のお手伝いをすべき
最近の地区大会は華美に走り経費の増大をきたしている　
まさに背伸びをしマスターベーション
語彙についても同一地区内の PGを
ご来賓　晩餐会　令夫人　歯の浮くようなこと
皆さんが付いていけるような地に足が着いた地区大会でなければなら
ない　
閑話休題
現在の日本は問題が山積みです　
少子高齢化　財政硬直化　ﾜｰｷﾝｸﾞﾌﾟｱ　技術力　相対的劣化
老人の立ち位置はどうなるでしょうか　楢山節考でしょうか
迷惑をかけない独立自尊が唯一の選択肢でしょうか

●幹事報告



本日の卓話はマクロではなくミクロです　
弱虫でも生きられる　恥を話す　失笑　噴飯物　

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾋｽﾄﾘｰ　　家業の変遷
過去帳　鴨長明　方丈記
1722 年～享保 7 年　　
1680 年～在住　　流れ者の土着民
農業　塩田　菜種油　醤油　味噌　
五井銀行　五井郵便局　小湊鉄道　各ﾌｧｳﾝﾀﾞｰ
大手醤油ﾒｰｶｰ　信州味噌ﾒｰｶｰのﾒﾃﾞｨｱ活用の攻勢
S23 年の農地革命によりW ｲﾝｶﾑが激減
ふうてんの寅さん　一足伸ばせば 10 円安い　ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｼｮｯﾌﾟ
暮らしの店　かっぱや　ｱﾝﾈﾅﾌﾟｷﾝ　ﾏﾆｭｷｱ　ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ　　障子紙
斉藤道三の油の量り売り　
利益は出たけども旧債に追われ多店化不可
東商事　東化工　アヅマ㈱　人夫回し　土木雑工事　
小学校同級生の協力　チッソ　西松　センコーの助力
高利貸のおばさんと神棚
竹田　釣舟　木村　他 25 件

アヅマについて　
Only　one　ｺﾊﾞﾝｻﾞﾒ　ﾍｯﾄﾞﾊﾝﾃｨﾝｸ ど技術の移行
軽薄短小　ﾆｯﾁ　ｶﾞﾗｽ器具　高付加価値を目標とする
地域社会に生きる企業の慮り=RC に於ける社会奉仕
15 周年　岩波新書 1000 冊
20 周年　2001 本の植樹
25 周年　ソメイヨシノ88 本
40 周年　風の記憶　新宮晋
このようなことが出来たのも会社のお陰ですが　しかしながら会社という
ものは社員あってが始まりで　社長がいるから社員がいるのではない　
働く者を大切にする意味で創立記念日はﾒｰﾃﾞｰの日5/1 です
常々私は「あなたがいるから私がいる」生活信条です
司馬遼太郎が「人というもの」という本で夢とﾛﾏﾝがなくなれば人間は
物を喰う道具と言っていますが　年寄りの元気で長生きは夢でありﾛﾏ
ﾝでもある　そして人様に迷惑をかけない事は最大のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱでありま
す
私にはﾂ ｷがあります　226 事 件の日　 東 京　 ｼ ﾞ ｪ ｯ ﾀ ｰの事 故　
1967.9.2 そのﾂｷで今迄 82 年生きて来ました　その四分の一はほん
の僅かです あと20 年 100 歳まで頑張ります　でも心配があります　
2045 年 AI（人工知能）ﾀｰﾐﾈｰﾀｰがﾛｰﾀﾘｱﾝになるかもしれません ･･　
どうしましょうか ?? 年を取ると自由があります　自由と孤独は裏腹です　
そして今日が大切です

「あすありと思ふ心の徒桜　夜半に嵐の吹かぬものかは」親鸞聖人
お陰様で元気すぎて 82 歳 夭折した弟 3 人からもらった命 残り3 人
兄弟元気
教育なし　教養なし
健康管理　ボケ防止の読書　美術　映画鑑賞　ショッピング　国内
外旅行
絵画　ゴッホ　ゴーギャン　ピカソ　ルノアール　ムンクの叫び　
最近鑑賞した鴨居玲の「踊り候え」ぎりぎりな生きざまに心惹かれま
す　
映画　絵画　感激の造景　切なさの映像に感じいる
冬の宮古島　夏の蓼科
老人は元気で留守がいい　すなわち最大のボランティア
気にかかる事があっても手放す事の難しさ
出処進退
色 な々友達　女流作家 諸田玲子女史　　作家の佐江衆一氏　
黒井千秋　車谷長吉　良寛　蕪村　闌更　言水　
ダニエルベル脱工業社会の到来　等の読書　　　等々ぼけ防止の
薬である
悠久の地球と一瞬の人生　その中で次のようなことを考えながら生きて

います
老いを認め人生程 に々豊かに生きる
日残りて昏るに未だに遠し　既に日暮れて未だ遠しの感もあります
弱い人間の私は祈りに縋り　朝 1日の爽やかさを祈り　夕に感謝を
持って目を閉じる日々 であってほしいと祈っている
人生晩年となると公序良俗抵触しない限り気ままに本能を妨げず生き
ていきたい

「老人の饒舌」程みじめなものはない　気を付けなければならない
修羅場でも笑って見せる　　粋な老人になりたい
人生は流れゆく旅景色　次の句の中にも表れております
年をとっても艶っぽい事にはまだまだ魅かれる
水色のけだしほのかに夏ごろも　「不詳」
老いが恋忘れんとすれば時雨かな　「蕪村」
しかしながら枯れ蘆の日に日に折て流れけり「闌更」= 無情なことよ
良寛のこの句に惹かれます

「老いが身の　あはれを誰に　語らまし　杖を忘れて　帰る夕暮れ」
「形見とて　何残すらむ　春は花　夏ほととぎす　秋は紅葉ば」
結論は良寛信仰と貞心尼願望であろう
種々申し述べましたが最大の関心事は何かとの問いには　三人の子
供で「克哉・祐二・アヅマ」であり　いつも気にかかるのが末子のア
ヅマです　手塩にかけ命をかけて育てたアヅマですがまだひ弱であり
ます　そのアヅマのお役に立てるためなら82 歳の老骨に鞭打って得
意先のあるアメリカ　スペイン　ドイツ　または地の果てにも出向く心構
えであり　アヅマを蝕もうとする奴には刺し違える覚悟であり　その志
はダイヤモンドよりも強固なものがあります　
　企業経営「よく変ずゆえに変ずるなし」　「カシオとシャープ」
80 歳になった時「遺言状と野辺の送りの次第」を認めました　実行
は 20 年後にさせて頂きたいと思います
お陰様で私は十二分に納得のいく満足な人生を生かさせていただきま
した　ありがとうございました
人生生きてきて何度かのピンチがありましたが　その時いつもホワイトナ
イトが駆けつけてくれました　でも皆さまお亡くなりになりお返しができま
せん　そのお返しは私の拙いチャンネルとアンテナを若い方にお役に
立てお使いいただく事だと考えております
たまにはドライブも参ります　高速道ならぬ旧街道　風雪に耐えた古木　
廃屋　亡びの美学　宴の後を見るようで哀惜の念にかられます
年のせいでしょうか　これからは老境を考え花鳥風月　芸術鑑賞　旅　
健康管理を宗としてお誘いには進んで参加し　お邪魔虫には絶対
ならず　宮沢賢治という訳には参りませんが粋に人生を楽しみたいと
思っています
今でも心に響く言葉があります「律義者」　ケーヨー D2 永井幸喜氏
が私におっしゃっていただきました
残り少ない人生を律儀に生きたいと思っています
未だ未だ何と生臭い　ラフランスヤマザキのことよ
ご清聴ありがとうございました

始関会員
山崎さん本日は今まで聴いた事の無い話を聞かせて頂きありがとうござ
いました。
白鳥会員
山崎さんお元気で何よりです。本日は卓話ありがとうございます。
万崎会長・平野幹事
山崎様卓話ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。
山崎 邦夫 様
本日はお世話様です。

前々回確定 72.97％　本日出席 25 名 
欠席 16 名 本日出席率 65.79％
●点　鐘　市原 RC 会長　万崎英正
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●出席報告

●ニコニコ・ソーリー


