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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？
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回も飲食をやっているならば、こう
ゆう時に人の為にやらなければいけ
ないと思って料理をつくったそうで
す。そして、豪雪で立ち往生してい
る約５００人の方に、店に残ってい
る食材を使って、料理をつくっては
ドライバーさんのもとへ運んだそう
です。そして、ドライバーさん達は、
運んだ時に「ほんとにいいの？」と
言ってくれた後に、「今度絶対に店
に食べに行くよ」と喜んで言ってく
れたそうです。この時も出勤できる
アルバイトさんは限られたので、３
年前に辞めた近所のアルバイトだっ
た方の協力をもらって行ったそうで
す。この行動が本当の「陰徳」だな
と思いました。我々も日頃から、自
分が今まで経験した事を世の中の為
にどう生かしていけるか考える事も
大切だなと実感しました。
　そして、今月も「平和と紛争予防
月間」です、これからもいろんな事
が起きる時代ですが、ロータリーの
平和に向けた奉仕活動を「陰徳」の
気持ちをもって皆さんと共に積極的
に行って行きたいと思います。
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①第 10 分区「合同例会及び IM」の案内

日時：3 月 13 日 ( 火）12：00　登録開始 / 昼食

　　　　　　　　　　12：30　点鐘　合同例会　

　　　　　　　　　　13：20 ～ 16：00　IM

※ 16：30 ～対象者のみ懇親会

会場：ザ・クレストホテル柏

②  RLI( ロータリー・リーダーシップ研究会 ) パートⅢ

開催の案内

　日時：4 月 14 日 ( 土）10：10 ～ 18：10　

　場所：千葉市民会館

③  2018-19 年度版「ロータリー手帳」購入の依頼

　(1 部 600 円 + 消費税 ) ※ 5 月下旬配布予定

④レイソル後援会 2018 年度の年会費 (1 万円 ) の依頼

平昌オリンピックの開会式が行われ
ます。昨日から予選会が始まってい
ますが、日本選手の　活躍を期待し
たいと思います。皆さんで応援しま
しょう。
今週は佐賀県神崎市の住宅に自衛隊
のヘリコプターが墜落し火事の被害
がありました。また、アメリカの金
利上昇により日本では株の暴落がお
こりました。そんな中、一番の出来
事は、大雪による被害でした。福井
県と石川県を結ぶ国道８号線では、
豪雪で１４００台の車が立ち往生す
るなど交通被害が多発しました。ま
た、３０時間以上も車が動かないな
ど自衛隊が１５００人以上出動する
被害がおこりました。　　
　そのような中で福井県坂井市にあ
る「餃子の王将」丸岡店では、店は
前日から休業していましたが、その
店の副店長さんは、１９９５年に起
こった阪神大震災の経験が頭によみ
がえったそうです。「その時は、水
道も出ないのに、震災当日に無理や
り店を開けて餃子を出したそうで
す。その時のお客様の喜ぶ顔が忘
れられないそうです」。そして、今

　皆様こんにちは、本日は、地区幹
事長の神野様ようこそいらっしゃい
ました。今月の２４日、２５日に
は、寺嶋ガバナー年度の一番の行事
の地区大会が行われます。西クラブ
としまして、２５日の朝には参加す
る方全員でお手伝いさせて頂きたい
と思います。また、本日は、冬期の

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

第２０２９回通常例会 (2017.2.9)
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

会長：金子　正　幹事：中嶋　利生

■第 2790 地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2017/

①国際奉仕委員会　松本ユミ　委員長

　ネパール支援の古着は３月２日まで

②地区幹事長　神野美明　様（柏ＲＣ）

　地区大会お手伝いのご案内、詳細は決まり次第伝達

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 中嶋　利生

委 員 会 報 告



卓 　 話   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　櫛田　仁一　会員

　今日は、２部構成で行いたいと思います。前半は私の

プロフィールそして後半はオリンピックで語られた記憶

に残る名場面の名言を戦いと共に振り返ってみたいと思

います。

　柏西ロータリークラブに入会して早７カ月がたちまし

た。父もいわき勿来ロータリークラブに所属してロータ

リー歴は、約５０年位あり健康だからこそ無欠席を続け

ているようです。家に帰る度ロータリーの話題が出てお

ります。入会してから親子関係も良好になっております。

　高校までいわき市で暮らしておりました。高校は磐城

高校ですが、在学時に甲子園で準優勝をしてきました。

小さな大投手田村で思い出す方もいるかも知れません。

私は生徒会をやっていた関係、学校に居残り組で応援し

ていました。さすがに決勝戦だけは甲子園へ行きアルプ

ススタンドで応援してきました。野球も何年も甲子園に

出場していません。私の気持ちでは高校野球で出身高校

は諦め、大学の付属高校を応援しております。この春の

選抜に出場が決まりました。友人たちとツアーを組むこ

とになりました。今のところ金曜日以外であれば行くと

いっております。ロ－タリーの例会だからかもしれませ

ん。

　高校時代は、学校は違いましたが女優の A さんとは

生徒会で一緒でした。今でも時々会食しております。友

人からは羨ましがられています。

　大学では今で言う引きこもりのような生活をしており

ました。田舎人の劣等感が募るばかりでした。理由は付

属高校出身の奴の一言でした。「お前な英語位標準語で

言え。」これには参りました。今ではとても良い友人です。

ある日突然引きこもり生活にピリオドを打ち目覚めて普

通の生活に戻りました。

　ゼミは当時売れっ子でタレント教授でした。先生との

出会い、教えすべての面で尊敬出来た方でした。先生の

教えには、真面目に従いました。晩年に大震災の事故以

降、原発反対を訴えておりました。それまで推進者であっ

た仲間も「先生が反対と言えば、反対だ」と言って今で

はその遺志を受け継いでいます。これこそ先輩も尊敬に

値する人物でした。しかし、あの人のことは何でも信じ

るという鵜呑みは良いことであるが危険もあることも忘

れないようにしています。政府の役職のメンバーであり

役所への資料等の届けるパシリもやりました。４年前の

１月３０日に亡くなるまで、「頭の悪いやつこそ可愛い

い」と言われ可愛がられました。

　大手の銀行に内定を頂きながら生家が呉服屋だったの

で、勉強になる別の金融関係の信販会社に就職。しかし、

ここで不動産と総務を担当させられました。５年間でし

たので腰掛のようでした。

 　丁稚期間を終了し、いわきに戻りました。商工会議

所からその先生の講演会を行いたいという要請があり仲

介の労を取りました。そこで早速、先生へお願いしたと

ころ、２つ返事で了承して頂きました。当日は秘書役的

に動き回りました。その先生のエピソードを一つ。役員

懇親会には先生から言われ同席しました。面白い質問が

ありました。「先生はマスコミに出られたり、執筆活動

で超多忙と思いますが、授業はきちっと行っているので

すか？」櫛田答えろという指示に従い「はい、学生にとっ

て休校の張り紙がどんなに嬉しいことかどこに行こう

か？とか考え喜びますが、その喜びを一度も味わうこと

は出来ませんでした。」と答え先生は苦笑いしていまし

たが、あの笑顔を忘れることは出来ません。上手い答え

ができるようになったんじゃないと後で言われました。

あの答えは A をやるよと言われましたが、既に時遅し

でした。学生時代にもっと A があれば商社に行けたの

に・・・。私の夢を息子が継いでくれて商社に入り来月

から短期間だと思いますが、ニューヨークへ行くといっ

てます。このいわきに戻った時期に JC 活動を行い、日

本 JC に出向したのも大きな勉強となりましたが遊び癖

もついてしまいました。そんな時、東急電鉄からお声が

かかり、仕事に開眼し中途で入社致しました。、再度東

京に出直しました。

　いずれは独立したいという希望を持ち続け、５０歳を

超えたところで現在のオークビレッジ株式会社を創設し

ました。念願を達成したものの資金がない。思うよう

な運営が出来ない。友人の銀行員のところに相談に行き

ました。厳しいことを言われました。「会社は出来たば

かりでないか？よちよち歩きの赤ん坊に誰が金を貸す。」

と言われたので「そうだよなぁ！赤ん坊は初めからス

テーキ食べないよね。」まずは離乳食から徐々に美味し

いものを食べたいと答えると喜んでいただきました。そ

の友人の突き放しには感謝しております。彼とは時々ス

テーキを食べに行っております。皆様の協力があり、今

年が実動１０周年を迎えることになりました。今まで経



験したことすべて勉強になっています。

　今後、社会への恩返しも考えていましたのでロータ

リーでは外から傍観するだけでなく、中に入ってプレ

ヤーとして、ロータリー歴を重ねていきたいと思います。

これらを踏まえ少しでもロータリーの会員として皆様の

足を引っ張ることなく精進していく所存です。よろしく

お願い致します。

　いよいよ今日から平昌オリンピックが始まります。昨

日までの原稿とで変更してしまいました。私は、スポー

ツを行うことは苦手ですが観戦することは大好きです。

かねてからの念願でありましたが、海外で国際試合を

観戦することでした。昨年の６月イギリスで行われたＵ

ＥＦＡチャンピオンズリーグの決勝戦を観戦してきまし

た。リアル・マドリードとユベントスのとても熱気のあ

る試合で観戦することを非常に喜びました。ロナウドの

ゴールには興奮しました。「行っててよかったカーディ

フ」

　スポーツにはたくさんの名言があります。野村克也監

督は「勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けな

し」と言っております。正に勝利にまぐれはあっても敗

戦には原因があると言ってます。いかに練習、努力が必

要になっているかです。大学の庭球部コートの脇にある

記念碑には皇后陛下のお妃教育で知られた小泉信三先生

の「練習は、不可能を可能にする」と名言が刻まれてい

ます。「努力に勝る天才なし。」ともいわれております。

努力すれば天才に勝てるかも知れないし、努力しない天

才より尊敬に値することになりなすが、オリンピック選

手となるとレベルが違いすぎますが、成功した人は必ず

『努力』しているということだと思います。名言の言葉

が生まれるのは、努力したからこそ咄嗟に出る言葉と思

います。努力は美しいものです。

　日本のお家芸と言われる種目ごとにその名言と共に振

り返ってみます。オリンピックの感動シーンと共に名言

が生まれております。

１．水泳

　１９３６年ベルリンオリンピックの女子水泳 200 メー

トル平泳ぎ決勝に日本の前畑秀子選手が出場。そこで、

実況の NHK アナウンサー河西三省氏が「前畑がんばれ」

を 24 回繰り返した。１９８８年のソウル大会では現ス

ポーツ庁長官の鈴木大地さんがあのバサロ泳法でであっ

た競泳界でなんと１６年ぶりに金メダルをもたらし今に

続いて競泳界に影響を与えて頂きました。「金メダルは

ゴールであると同時にスタートだったんです。」と現役

引退後に初めて自分の人生が始まったそうです。次に続

いて証明（伝統を守った）したのがバロセロナ大会では

世界的に見て全くのノーマークで、当時中学生の岩崎恭

子さんでした。１４歳での金メダルは史上初の快挙でし

た。「今まで生きてきたなかで一番しあわせ」と名言が

あり、一躍時の人となった。ひたむきな泳ぎ方が印象に

残っています。

　記憶に新しい北島康介さんです。アテネ大会では平

泳ぎ１００ｍで金メダルを獲得した際、インタビュー

で「チョー気持ちいい、鳥肌のもです」興奮気味のコメ

ントした映像に日本中が歓喜した。この勇姿や名言は後

世にも語り継がれている。更に北京では試合後涙と共に

言った「何も言えねえ」これは人類史上初５９秒の壁を

破る世界新での金メダルであり「世界記録を出し、金メ

ダルを獲得する」と試合前の公約を見事果たした。「理

想の泳ぎでパーフェクトだと思います。」と言っていま

す。ロンドン大会では個人の結果が出なかった北島さん

に向けて松田丈志選手は「康介さんを手ぶらで帰らせる

わけにはいかない」と男子８００ｍリレーで銀メダルを

獲得。プールサイドで最終泳者を公約通りの戦績を挙げ

ることが出来た。自分のためにではなく他人のために一

所懸命になれることはかっこいいと思います。団体での

チームワークがどれだけ大切なことなのか。

２．長距離陸上

　水上から陸に上がり、アトランタ大会の有森裕子の女

子マラソンで銅メダルを取った際インタビューに応えて

「初めて自分で自分を褒めたいと思います。」これを普通

の人が言ったらどう思われるだろう？と感じますが、あ

の偉業を成し遂げた方だからこそ言葉が印象的でありま

した。連鎖反応だと思いか指導力か解りませんが、シド

ニー大会ではＱちゃんの愛称での高橋尚子さんは期待さ

れそれに応え活躍した大会でした。レース前にはウォー

クマンから流れる音楽に合わせてリラックスした踊りそ

してレースに入ってからはここが勝負と見た３４Ｋｍ地

点でサングラスを沿道に投げ捨てスパートこのサングラ

スを拾ったのがお父さんでした。シナリオが出来ていた

レールだったのでしょう。インタビューでは「すごく楽

しい４２Ｋｍでした。」と予定通りでしめしめと思った

のだと思います。４２．１９５Ｋｍと言わずして４２Ｋ

ｍと言ったところにもひかれました。

３．女子柔道

　ヤワラちゃんこと田村（谷）亮子は金メダルを狙って

シドニーでは「最高で金　最低でも金」次のアテネ大会

では「田村でも金、谷でも金」最初から意気込みを見せ

２連覇を果たした。ママでも金を狙った北京では残念な

がら叶えることは出来ませんでした。４大会に出場して、

バロセロナ、アトランタで銀、シドニー・アテネで連覇

そして北京で銅５大会全てメダルを獲得するなど圧倒的

な戦績を誇っている。なんと素晴らしい功績を残しまし

た。

４．体操団体

　アテネ大会はとても印象に残っている大会と思いま

す。ＮＨＫテーマソングゆずの「栄光の架橋」は挑戦す

る人の背中を押し世界のトップを目指す選手にエールを

贈るのにふさわしい曲でもあった。２８年ぶりに体操男



次回の例会は 2 月 16 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／東海林　康之・齋藤　敏文　吉野　一實

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

※直前の欠席は SAA 住田みゆき (090-1779-1007) まで
※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで

ゲスト
神野　美明（地区幹事長・柏ＲＣ）	 様ニコニコＢＯＸありがとう！

★	本人誕生日

　鈴木一弘　会員

★	パートナー誕生日

　鈴木一弘　会員

★	(^^ ♪

齋藤敏文会員　	先週の日曜日、５７名のへらぶな大会で優勝しま

した。喜んでたらその後インフルエンザＢに罹り、

一週間寝込みました。

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１４名

秋元、小野﨑、ゲイビ、後藤、小林正直、志村、

東海林、杉山、寺田、前田、松本隆一郎、

水野、森市、山崎　　　　　　　　　会員

出席率　79.10％

会員数

欠席者

誕生日おめでとうございます！

子団体総合で金メダルをもたらした。決勝の舞台でビハ

インドから日本伝統の「美しい体操」で徐々に点差を詰

め最終種目の鉄棒で大トリを務めた冨田洋之さんはＥ難

度の離れ技コールマンを成功させ見事大座を奪還。着地

シーンではＮＨＫ刈屋富士雄アナウンサーの「伸身の新

月面が描く放物線は…栄光への架け橋だ」の実況は体操

ニッポンの復活と感動的に伝え、テレビ史に残る神実況

と言われているが、刈屋さんは後で受けを狙っていった

ものではなく自然と発したものでテーマソングとも思っ

ていなかったと振り返っている。曲が良いので何となく

耳に残っているのだろうと思います。

５．女子レスリング

　国民栄誉賞を受賞した「霊長類最強女子」の異名を持

つ吉田沙保里はアテネ、北京、ロンドンで３連覇これま

た残念でしたがリオでは銀に終わっています。アテネで

優勝の瞬間、栄和人（さかえかずひと）コーチを肩車。

更にマットの上でバック宙を披露したりと喜びを爆発さ

せた。ロンドン大会では金メダルを獲得後コーチであっ

た父親を肩車していた姿が今にも目に焼き付いていま

す。

６．女子ソフトボール

　熱投４１３球女子ソフト・金メダルの軌跡これはＮＨ

Ｋスペシャルで放映されたタイトルですが、決勝戦後上

野由岐子投手は、「最後は気持ちが強い人間が勝ち取る

ことができるんだなって、つくづく実感しました。」オ

リンピックのような大舞台で最後に勝負を決めるのは

「気持ち」であることを強調した。

　最後は、今日から始まる冬季オリンピックで印象に残

るのは、札幌大会７０m 級ジャンプにて日本のジャンプ

陣愛称ですが日の丸飛行隊の笠谷幸生、金野昭次、青地

清二で金銀銅独占しました。さぁ笠谷！とんだ決まった

日本２度目の冬季オリンピック長野大会のジャンプ団体

戦。前大会リレハンメルで失敗ジャンプをした原田雅彦

さんは、１回目でまた失敗ジャンプをして７３ｍ２回目

は「立て！立て！立て！」とこれまた絶叫の実況はまだ

耳に残っております。立ち直り成功しました。ジャンプ

台の下で有名な「ふなき～！ふなきぃ～！」と次のジャ

ンパーである船木和喜さんへ嗚咽しながら送った声援で

す。そんな中、船木選手の大ジャンプで金メダルが決まっ

た瞬間４人が駆け寄って集まり大喜び。失敗を取り返す

大ジャンプの直後だっただけ号泣する姿に心を打たれま

した。

　平昌オリンピックの注目選手は、フィギュアスケート

の羽生結弦、宇野昌磨、ジャンプの高梨沙羅、伊藤有希、

レジェンド葛西紀明、伊東大貴ノルディック複合の渡部

暁斗スノボーの種類はいくつかありますが、竹内智香を

はじめとして平野歩夢、平岡卓、鬼塚雅。スピードスケー

トの小平奈緒、高木美帆、団体のパシュート、カーリン

グ等数々の選手たちが期待されています。アスリートた

ちの記録・演技に感動し名言に酔うのだと思います。

　チョット早すぎますが今年の流行語大賞には感動した

シーンに伴った名言がいくつもノミネートされ候補に入

ると思います。考えていた言葉ではない自然と名言が飛

び出すと思います。平昌との時差はありません。目をこ

すりながらの寝不足はありません。ワクワクしながら感

動の１５日間を楽しみたいと思います。


