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≪本日のお祝い》

お誕生日

8月 18日 浅野裕史 君

8月 24日 新間桂子 君
≪会長挨拶要旨》

普通の幸せ

結婚記念日

該当なし

1.現代の社会において、私たちの常識では測れない事件が

多発しています。社会的には幸せだと思われた家庭の中で

v`ノ  思いがけない事件が起きたりしています。高校生になつた

ばかりの少女が、同級生を殺害すると言 う佐世保での事件

が、その具体的事実が正確に伝えられることなく、いわゆ

る猟奇事件の一種として報道されています。

2.そのような社会にあって、幸せとは何だろか。普通の幸

せとは何だろうと思つてしまいます。

ところで、東京に「江戸に幸福力を学ぶ人情噺の会」と

いうものがあります。落語家の三遊亭京楽さんをメインに

4年前から活動している落語会です。

3.その落語界のそもそもの目的は、古典的な人情噺をみんなで

聞こうという会で、それぞれの仲間たちがスタッフとして参加

している会です。それぞれが人の役に立つことで自分の居場所

が見つかり、自分の居場所が見らかれば、そこに友情や信頼が

芽生える。それこそが、ささやかな幸福に繋がるものではない

かとセ`う想いから、手作りの落語会は継続しているとのことで

現

ロータリークラブの活動や例会の在 り方も同様のもの

ではないかと思います。すなわち、誰かの役に立つことで

自分の居場所が見つかり、そのロータリークラブの中で自

分の居場所が見つかれば、友情や信頼が芽生えてくるもの
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ではないでしょうか。それが今期、私が「仲間を作ろう」

という活動に繋がるものだと思います。

4.人情噺の世界では、与太郎や大旦那や番頭などの情が絡

み合い、取り返しのつかない悲劇の起こることがあります。

そして、人情噺は聞き終わつた後 なぜかあたたかい気持

ちになり、それぞれの情の絡み合いの愛情が身に染みるも

のです。

5.と ころで、人情噺に出てくる与太郎という人物がいます。

与太郎は、現代的価値観から言うと「役立たず」です。しか

し、その与太郎を長屋やお店の人たちが色々文句を言つては、

あたたかく見守り面倒をみてくれます。そのことが、逆にコ

ミ■ニティーがまとまる要素となつています。その意味で、

与太郎もコミュニティーにとつて必要不可欠な存在なので

す。与太郎がいるから人々の情が絡み合い、コミュニティー

が形成されているのではないでしょうか。優れた人物や賢い

人々、無駄の無い人生を生きている人々、そのような人たち

の集まりでは、実は息苦しい管理社会になつてしまうのでは

ないでしょうか。

6.水墨画の世界では「余白」の墨絵との組み合わせに重要l■あ

ります。余自があるから美しいものがより美しく見える。落語

の「間」も同じです。このような眼に見えない「余自」や「間」

を我々日本人は大事にしてきました。ところが、現代社会にお

いては、人々は、この余自を知駄なものとして埋めることに一

生懸命です。

余白を、できないこと、できないことの欠陥と捉え不安か

らその余白を埋めようとして情報で武装しようとします。余

つた、なんでもない思索の時間を携帯やインターネットの情

報で埋めてしまおうと焦ります。

そして、そのような余白が少なくなるにつれて 現代入

は、そのことが他人よりも優れていることのように錯覚し

てしまうのではないでしょうか。

7.幸福とは何でしょうか。余自のたくさんある与太郎が周

りにいる普通の幸せの物語が、日本の社会から崩壊 し、な

くなつていつているのではないかと思うことがあります。

私は、月に一度、お寿司屋さんの 2階で行われる40人ほ

どの落語会で人情噺を聞いています。そんなときに、何もな

い、なんでもない普通の幸せを感じます。

私たちロータリークラブにおいても、毎週の例会が、こ



のような余白を包み込んだ普通の幸せの場になれればい

いなと思つています。

《会員卓話≫

「ブラジルの建築事情とワール ドカップ視察報告 J

高田雅司君
｀

私は6月 17日 から28日 までの 12日

間、ブラジルの建築事情を視察にサッ

カー観戦を兼ねて行つて参 りました。

ブラジル・サンパウロまでは UAE国

営のエチハ ド航空でアブダビ経由に

て、通常の反対周 りで行つて参 りまし

た。成田 21:20発 成田―アブダビが

12時間、4時間の トランジットの後サ

ンパウロまで 15時間、計 31時間の長

旅でした。更に空港で 5時間待ち、国内線で 日本の第二戦会

場のナタールまで 3時間。ホテル到着は現地の深夜 2時過ぎ

でしたcお湯の出ないシャワーを浴び、60時間ぶ りの就寝

でした。仮眠の後、バスにてナタール市内の観光をいたしま

した。

その後全員で徒歩 10分 の新築されたサッカー場に向かい

ました。第二戦 (20日 )の ギリシャ戦は何 とも歯がゆい観戦

となりました。一人少ない相手に何の工夫も無く外から放 り

込む展開を長々見せ られ、イライラだけが増幅した観戦でし

た。

翌日は早朝 3時にホテルを出発、国内線にて リオを経由し

イグアスヘ。午後はアルゼンチン側のイグアスの滝を観光 し、

翌 日午前ブラジル側のイグアスを観光。世界 3大瀑布のイグ

アスの滝は圧巻でした。

翌日はコルコバー ドの丘 (キ リス ト像 )、 フル ミネンセのク

ラブ施設、市内メインス トリー トなどを見学 しかの有名なマ

ラカナンスタジアムヘ。

ここではベルギーVSロ シア戦を観戦 (結果は 1-0でベルギ

ーの勝利 )。 翌 日は国内線にてサンパウロに移動 し、市内観

光の後に 日本人街にある 日系人経営のホテルヘ。翌 日(25

日)は早朝便にて日本の最終戦会場クイアバヘ。コロンビア

に完膚なきまでにたたきのめされ (14)、 憔悴 しきって深夜

サンパウロに戻 りました。

翌日はA氏 と中央市場や問屋街、ホテル周辺の日本人街など

を地下鉄、タクシー、徒歩にて観光し、土産物を購入し、夕方

何名かでホテル近くの日本食堂で食事。

翌 日、ブラジル最終 日も全員で市内観光。午前中市営サッ

カー場の中にあるサッカー博物館を見学、昼食は全員でシュ

ラスコの有名 レス トランヘ操出し、午後は土産物屋に寄 り土

産物を物色 し、ホテル近 くの日本食堂でブフジル最後の夕食

の後、9時に空港に向けホテルを出発。夜 10:20発 エチハ ド

にて帰国の途に。帰 りもアブダビを経由し成田へ。帰 りは ト

ランジットも 2時間と短く 26時間強にて無事成田に到着致

しました。

一言で、遠かった.… …。

≪スマイル報告≫

勝山國太郎君   本年度 も当クラブは皆出席者多数

お られる中、その トップランナー と

して 38年 100%皆出席賞受賞の栄に浴

しました。深 く感謝 し、ここにスマ

イル します。

ところで本 日、私は東京にて午後

神野 一成 君

曽根 正弘 君

望月 康弘 君

宮りII氾 君

戸塚 敦雄 君

高田 雅司 君

古橋 剛俊 君

杉田 至弘 君

浅野 裕史 君

高柳 正雄 君

小山 宏之 君

丹羽 亨 君

相原 雄治 君

多賀 洋 君

≪出席報告》

から開催のロータリー米山記念奨学

会に出てお り、残念なが ら本例会に

は出られません。なのに本 国スマイ

ルできたわけは、夏季休暇明けのロ

ータリー事務局員各位による連携プ

レーのお蔭でした。
7月 28日 市立病院で先天性 2尖弁より

大動脈狭窄症になり、大動脈弁置換手

術を受けました。結果的には成功しま

したが、1回 目は出血が止まらず 2回手

術することにな り合計 6時間かか り

三途の川の奪衣婆に 2回にわたり渡船

料を取られてしまいました。西方浄土

の様子は見ることができませんでした

が、命拾いをした命を大事にしていき

たいと思います。

事務局の新人、山口雅美 さんを歓

迎して。

今年も皆出席ができました。クラ

ブの皆様に感謝 し、又健康に過ごせ

たことに感謝してスマイル します。

病気で倒れてから3ヶ月、何とか 70%

程度の回復です。改めて健康の重要さ

を実感 しています。またあいおい損保

の気谷さんの入会が決まりました。あ

れやかれやでスマイルします。

皆出席表彰をいただき、ありがとう

ございました。

昨 日、大村様のご自宅の建前を無

事迎えることが出来ました。12月 の

完成 目指 して安全第一で品質の高い

建物を提供できる様、 しつか りと監

理 してまい ります。

又、本 日の卓話、ご静聴あ りがと

うございました。

健康第一

皆出席表彰ありがとうございます。
7年間の皆 出席表彰 を頂 きま し

た。後にも先にも表彰 されることは

あま りないので喜んで謹んでスマイ

ル します。

8月 18日 で 55回 目の誕生日を向か

えました。先週夏休みでバンコクに行
つて参 りました。暑かったです。

皆出席 6年 とのこと。入会年数 と

比べ申し訳ない様な気持ちで毎年い

ただいています。

夏季休暇を利用 して、入院 。手術

を受けてきました。これから地道に

治 していきます。

皆出席賞 1年ですがありがとうご

ざいます。

伊藤会長の 1日 も早い回復を祈念

してスマイルします。
8/8分 です。

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
50(48) 11

50(48) 11

50(48) 6 91 67%


