
第２７９０地区

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？

創立：１９７５年１１月　７日
承認：１９７５年１１月２４日

２０９９回通常例会
1. 点　　鐘　岡島昭信　会長 

1. 会長挨拶　岡島昭信　会長

1. 幹事報告　安田勝紀　幹事

1. 卓　　話　織田和雄　　様

1. 点　　鐘　岡島昭信　会長

会 長 挨 拶
　　　　会長　岡島　昭信

中心に、今年の 1 月からほぼ毎月

行っています。現在案内状の作成、

各担当を決め、式典部会組織確認等

に取り掛かっている処で、着々と準

備を進めてきておりますのでご報告

をしておきます。

　尚、本日はクラブ研修会及び新入

会員歓迎会がございます。研修会

会場は貸会議室「ｋｏｕｗａ」で 6

時から、歓迎会は「忍屋」で 7 時

からございますので入会５年未満の

方も、そうでない方も、楽しい研修

会になると思います。是非、ご出席

下さい。

　それから、例会の度にお知らせし

ておりますが、次回は高島屋での移

動夜間例会で納涼会です。今年の夏

は暑かったので、この辺で暑気払い

です。多くの方の参加をお待ちして

おります。

　以上、会長報告とさせて頂きます。

有難うございました。
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①米山記念奨学会寄付に対し、感謝状とピンバッチの贈呈

鈴木桂三会員；第 10 回米山功労者メジャードナー

②ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より

ロータリー希望の風奨学金 2019/5 ～ 7 月収支決算報

告と支援活動の紹介

故郷を離れている人も帰省し、新し

く家族になった人たちのお披露目や

近況報告、思い出話等、懐かしさを

交歓する夏の節目になる行事です。

又、『施餓鬼』という行事もこの時

期に行われます。これは先祖供養も

さることながら、自らを反省し、他

人を思い遣り，他に施すこと『奉仕

の精神』の大切さを教えている行事

です。そして共生『ともいき』を願

う、そうした関係の社会を作ってい

くことが所謂、明るい社会を作って

いくことになるのだと思います。こ

の辺がロータリーの精神と一致をし

ている所であります。

　さて、今日の卓話者は織田和雄さ

んをお呼びしてございます。お父様

は、かの有名な日本人初のオリン

ピック金メダリストの織田幹雄さん

でいらっしゃいます。織田和雄さん

は学習院大学在学中は、平成の天皇

陛下（現在の上皇陛下）の 2 年後

輩でしたが、両陛下のテニス仲間と

して親しい間柄であったことから、

色々な、それこそ今まで表に出な

かった、エピソード等のお話を聞け

ると期待しております。織田様、宜

しくお願い致します。

　では報告ですが、先程、例会前に

「柏西ロータリークラブ創立４５周

年事業実行委員会」が開催されまし

た。この実行委員会は日暮委員長を

　こんにちは。あれだけ暑かった猛

暑も、ここへきて少し収まってきた

様に感じます。先週の例会は休会で

したが、盆中でしたので先祖のお墓

参りに行かれた方も多かったのでは

ないかと思います。盆暮というのは

昔から日本人の習慣ですね。新幹線

や高速道路で帰省ラッシュという現

象が起こります。これも年中行事に

なっています。今や社会的行事で

あるお盆は、この辺りの地域では 8

月 13 日に迎え盆、16 日に送り盆

です（全国的には、8 月が 8 割、7

月が 2 割）。ご先祖様を自宅にお招

きし、供養をする厳粛な期間です。
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卓 　 話 　　　　　　　　日本マスターズ陸上競技連合名誉副会長・東京都テニス顧問　織田　和雄　様

　ご紹介どうもありがとうございました。織田和雄でご

ざいます。今の上皇のプロポーズをやった間に電話の係

で役目を致したわけございますけど、私の母の方の＿＿、

最後貴族議員、その時に議会に出てたった１つ発言をし

たというのを聞いた事があります。それは「皇室の費用

をもっと増やせ」と、大変な皇室崇拝の言葉だったんで

す。その影響も母親は受けてまして、もう一方に父親も、

やはり母親の影響を受けて、割に皇室の方々を大事にす

るということが。

　で、それはそれとしまして、私が上皇を存じあげるよ

うになったのは、もちろん私戦前の生まれですから、昭

和 20 年 8 月 15 日までは大変な軍国主義者でした。 従

いまして代々木憲兵場というものがありまして、そこで

白馬にまたがった昭和天皇を、頭を下げて、頭を上げて

はいけなかったんですね、ひたすらひれ伏して観兵式を

見たこともありました。ところが戦争が終わって、ころっ

と変わった。最初は軍国少年だったのが、学校に行くう

ちに先生の話を聞いて、平和がいいんじゃないかと。

　そういうことで、きっかけは、上皇が皇太子時代に慶

応の塾長を務められた小泉信三先生から、テニスをな

さったらどうだろう。将来の皇太子、天皇としての役割

として。テニスというのは国際的なスポーツであると同

時に、いろんな人と交われると、言うことをお考えに

なったと。昭和 23、24 年の頃に皇太子としてを始めに

なった。私が当時、昭和 23 年の時は、今の安倍総理が

出た成蹊小学校に行っていたんです。ところが兄が学習

院だったんです。兄と弟の喧嘩が絶えなかったので、と

うとう親が、どちらがどっちかに行けと、いうことになっ

て学習院に転校することになり。そういうこともありま

して、当時の皇太子が、兄とテニスを始めまして、つい

て来いと言うことになって、そこで初めて皇太子にお会

いしたと、なおかつそこにちょっと余談ですが、その時

皇居の中にパレステニスクラブというのがありまして、

そこに当時の日本のナンバーワン・ツー・スリーぐらい

が揃ってお相手してくださっているわけです。それが終

わったら皇太子が、我々に義宮、今で言う常陸宮御殿

に、お茶を飲むから来いよと。ところがテニスコートか

ら、そこから義宮御殿まで、歩いたら 20 分ぐらいかか

ります。皇太子の指し回しの車で乗って行けよと、その

時に実は人数的に私が乗れる場所がなかったんですね。

それで躊躇しておりましたら、皇太子が俺の膝に座れよ

と言って。ところがですね、皇室に対する思いがあった

ので、とてもそんなところに座るなんてとんでもないと。

ところが彼が私を座らせたので、座らせてもらいました。

それは当時、平和になったとはいえ、私の気持ちとして

はとんでもないことだ、恐れ多いことだと思ったんです

ね。それが最初の出会いでした。

　その後皇太子は（聞き取れず）。テニスを再開された

のは、英国の戴冠式に、学習院大学の学生の時にいらっ

しゃって。実は学習院大学の出席日数が足りなくなっ

た。それで聴講生に変わられた。それから皇太子は猛烈

な勢いでテニスを始められた。なおかつその当時いらっ

しゃった場所は、渋谷区の常磐松という所に東宮仮御

所ってあります。そこの中にテニスコートを作られて、

そこでテニスをなさった。とうとう最後は、自分のお住

まいの 2 階にピンポン室があったんですね。卓球台が

置いてあったんですが、ある日私が呼ばれてテニスしに

行ったら、ちょっとそこ見てごらんと言われて、卓球室

のところを覗いたら、いつのまにか卓球台が無くなって

いて、床と壁に板を貼って、そこでテニスボールを打て

るような状態になっていました。さすがに私もびっくり

しました。ここまでお好きなのかと。そういう思い出が

ありまして、私の仲の良かった慶応のテニス部の奴も呆

れ果ててまして、自分の家の中をテニスコートみたいに

しちゃうのかと。ピンポン室ですから広くないんですけ

ど、それに壁打ちをなさったと。

　そうこうするうちに、ご自分のテニスの実力も上がっ

ていらっしゃったので、ある時、私がたまたま大学を出

た後に大学院に行きました。時間があったんで、お前一

緒に練習しようとか仰ったり。それで最初の思い出とい

うのは、昭和 32 年 8 月の初めなんですけれども。いわ

ゆる軽井沢トーナメントという、トーナメントとしては、

あまり大きな大会ではないにしても、それに出ようよと

おっしゃって、ダブルスに出てたのがきっかけです。そ

うしまして、それは 2 回戦で負けたわけですが、当時

の皇太子の妹の清宮様がいて、彼女もご一緒にテニスな

さっていたんですが、お兄さんに対して、せっかく軽井

沢トーナメントに出たのなら、お兄様も軽井沢会の人間



やったっていいんだけど、とにかくそういう気持ちにな

りなさいってのが一つ。そういう教えがあったけど、じゃ

あ実際に私がナンバーワンになったかと言うと、必ずし

もなったわけではなかったんですけど。それから後は男

の子、私兄がおりまして、男だから戸外でやるスポーツ

で、なるべくならば国際的につながるようなスポーツを

やったらいいんじゃないか。決して陸上競技やれとは言

いませんでしたね。結局たまたま皇太子に会ったんです

ね、テニスをやろうよと言われたんで、ああやっぱり国

際的なスポーツ、テニスやろうという事で、現在もやっ

ておりますけど。そういう事で、ある意味で少しは親父

の影響も受けたのかもしれません。でもとてもそういう

領域までは行っておりませんけどね。でもやはり私の印

象でもテニスをやってたおかげで、色んな人に交われた。

もう１つ付け加えますと、皇太子時代に小泉先生がテニ

スをやりなさいと、仰ったことは、皇太子にとって＿＿

だったんですね。それは私にお話になったんですけど。

馬をやることは当然だと、昔の天皇ってみんな馬に乗っ

てたんですけど。だけど、テニスのおかげで生きていく

自信がついたんだよと、私に仰った。それはどうしてか

と言うと、色んな人と会話ができた。要するにテニスは

きちんとやって、あと休んで、その人としゃべるとか、

色んな事ができますね。男女別け隔てなくね。それはや

はり皇太子として、将来自分がどうあるべきか考えたと

きに、人と会話ができる＿＿を持ってたという事が自信

になった、だからテニス始めて本当に良かったと私に私

にお話になったことがあるんですね。小泉信三先生の慧

眼は大したものだという事で、私の話を終わらせていた

だきます。どうもありがとうございました。

次回の例会は 9 月 6 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／浅野肇・松本ユミ・中塚雅人・湯浅千晶

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

ゲスト
山内賢明（壱岐ＲＣ）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	(^^ ♪　　中村佳弘会員　初孫生まれました（男の子）

欠席報告は、木曜日の午前中まで
※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」

※柏西ロータリークラブ事務局「04-7162-2323」
☆事前に欠席が分かる方は SAA にお知らせ下さい

これからの例会予定

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
9月 6日 金 通常 会員増強委員会
9月 13 日 金 通常 上村文明G補佐
9月 20 日 金 移動 豊洲市場見学
9月 27 日 金 合同 ガバナー公式訪問・諸岡靖彦様

出席報告

　　　　　　　６４名

　　　　　　　１５名

石井、影山、小林太時、小林正直、白水、

東海林、杉山、助川、塚本、寺田、花島、

廣川、松本隆一郎、水留、山田　　　会員

出席率　75.00％

会員数

欠席者

第 10 回米山功労者メジャードナー　鈴木桂三会員 ゲスト　壱岐ＲＣ　山内賢明様



ロータリアンの行動規範

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1.   個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動 
する。

2.  取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の 
念をもって接する。　

3.  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。


