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松戸中央ロータリークラブ
の大河平貞郎様ようこそお越
し下さいました。どうぞごゆ
っくりお過ごし下さい。私が
松戸クラブの幹事の時に中央
クラブの会長をなさっていま
した。今年度、山田勝重会員を名誉会員への推挙
を皆様に承認して頂きました。いずれ山田会員か
ら例会にご参加して頂けるものと思いつつ、つい
時間が経過してしまいました。ご子息の山田達郎
会員に託します。会報を読んでくれているとのこ
とです。どうかよろしくお伝え下さい。テーブル
にあるお菓子は川並芳純会員から頂戴しました。
川並弘昭元会員のご冥福をお祈り申し上げます。
新聞紙上に上本郷パチンコ・ゴールド前でのひっ
たくり事件とありました。被害者は
会員の
会社の人ではないとの事です。一安心。節電によ
る暗さが事件発生の要因のひとつで犯人は未逮
捕。ところで申会員のアリバイは……。
いよいよ、最終挨拶となりました。感慨深いも
のがあります。駅伝ランナーのように中山政明直
前会長から襷を受け取り、今まさに肩からとって
常盤映彦会長エレクトに手渡そうとしています。
そしてその襷には『伝統』という文字が刺繍され
ていました。ロータリークラブの会長はさらっと
やっても1年間は終わるものと思いました。でも、
松戸ロータリークラブ会長職はひとりひとりの会
員を見ても素晴らしい人ばかりでしたのでさらっ
とでは失礼と思いました。そして 『時代』 がま
るで松戸ロータリークラブに近づいて来ているよ
うでありました。ＲＩが 『青少年』 を奉仕の第
五部門としたこと。地区ガバナーが 『職業奉仕』
を最枢要委員会としたこと。本年度の 『地域を
育み、大陸をつなぐ』 というＲＩテーマでさえ
近づいてきました。このテーマを聞く以前から松
戸市に対して音楽支援をしていく話をしていたも
のです。ケニヤの病院支援はアフリカ大陸そのも
のです。
入会後に色々な会員から話をお聞きしました。
心の琴線に響く話ばかりでした。会長として不器

用な私でした。言いすぎでした。個人名や個人情
報を上手にオブラートに包むという品性は持ち合
わせていません。どうかご寛容の程。でも精魂込
めて懸命につなげた会長挨拶です。この会報の綴
りは私の作品であり宝物です。
そしてこの一年、ロータリーでも個人生活でも、
『善意』を感じるようになりました。すると不思
議に『心が平安』になってまいりました。本来の
私はいつもイライラしやすいタイプでした。
自分を語るについて、知っている人にとっては
同じ話かよと言われそうですが私の親父の話をさ
せて戴きます。私の父・伊原良平は京華商業の学
生時代に不良仲間とカフェ遊びや煙草を吸ったり
して勘当同然に大阪に奉
公に出されました。この
写真は丁稚になった瞬間
の写真であります。聞け
ば、たまたまそこに写真
館があったから写してお
こうと思っただけだと言
いますが、父の『めげな
い精神』を感じます。大
正６年生まれの父はこの
松戸ロータリークラブ会
員の父上たちと親しくさ
せて頂きました。東京ラ
スクの大川会員や松田工務店の松田会員など松戸
で立派に事業をされている方々がいます。父は友
だち好きな純粋培養の土地っ子であります。小学
生の頃、小泉会員の父親に江戸川の水練場で泳ぎ
の指導を受けたそうです。泳ぎの強い子は亀有あ
たりで開催される水泳大会に出場します。選手た
ちは小泉先生から５円もらい電車賃に３円、帰り
には2円でアンパンを買うのが楽しみだったそう
であります。島村俊さんを「せいちゃん」、加藤
栄八郎さんを「えいちゃん」、中山盛一郎さんを
「もりちゃん」と呼んでいました。同級生以下の
中山政夫さん、町山高之助さん、林一一さんたち
はそれぞれ中山、町山、林と呼び捨てでした。な
ぜか斉藤八郎さん、土、屋亮
平さんはそのまま「さん」
をつけていました。気性は
激しく、奉公時代に麻雀の
負け分を支払わないヤクザ
の息子に対して、座布団の
下に出刃包丁を忍ばせて払
わせたと言います。場合に
よっては人を殺してしま
う、この激しさを生涯かか
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って封じ込むのが俺の人生だとも言っていまし
た。川光商店時代、精麦工場のメインシャフトに
潜水艦のシャフトを据付けたりしてから召集され
戦争にいきました。
父の会社に入社して暫らくして思ったことは、
『オヤジにだまされた。
』であります。私は学生時
代、ズボンを買おうが、コートを欲しがろうが、
日本橋三越・お帳場扱いで『美術部の塩谷さん』
と言えば何でも手にできました。値段など見ませ
ん。うちの会社には金のなる木があるくらいに思
っていました。実際、中学生の頃テレビでは『緑
の袋のミエットパン粉』とコマーシャルが流れて
いましたから。パン粉をやってみて判ったのは本
当に利益が出にくいことでした。オイルショック
の翌年・昭和51年頃、あがいて安売りした結果、
あっという間に、３０００万円の赤字が出てしま
いました。融資を受ける為には銀行用の決算書を
作成せざるを得ませんでした。翌年から黒字に転
換できたものの、今思ってみても油汗が出ます。
当時、父とは毎晩のように厳しい喧嘩のような議
論やら教えを受けました。それらのすべてが現在
の私にとっての肥やしになったと思っています。
良く働きました。家庭用として生パン粉を日本で
最初に発売してみたり、県庁に経営革新支援法の
承認を受けたり、色々努力しました。その結果、
数年前に松戸商工会議所より松戸企業家大賞・最
優秀賞を受賞しました。お陰様であります。私に
とって、社会人の成り立てに会社が貧乏だったこ
とは『運が良かった』としか思えません。父親ゆ
ずりの『めげない精神』だったのでしょうか。中
学一年で母を失ったこと。工場で死亡事故が発生
したこと。息子が自閉症と宣告されたこと。それ
らの時々で、すべてがネバー・ギブアップ！でし
た。
最後にこれからどう生きていくか。今朝、家内
が「7月からどうするの。きっと抜け殻だね。
」と
言われました。少々むっとしましたが呪文は『善
意』です。基本的には良寛和尚の『死ぬ時は死ぬ
がよかろう。』 と考えています。私は人からた
くさんの良い影響を受けてきました。人生におい
て人に影響を与えることが素晴らしいことと思っ
ています。ロータリークラブの会長もそうですが、
経営者が従業員に影響を与える。教師が生徒に影
響を与える。宗教家が信者に影響を与えるなどで
あります。
どんなおじいさんになりたいのか、この松戸ロ
ータリークラブにも台湾にも見習いたいロータリ
アンがたくさんいます。すでに故人になられてい

ますが、エバラ食品工業の創業者・森村社長は、
ちょっとエッチでいつもニコニコしました。コマ
ーシャルに起用した芸能人たちと楽しく屈託なく
付き合っていました。森村社長の感性には大きな
博愛精神がありました。
博愛と言えば、私が３4歳の頃に感性を高める
トレーニングに参加しました。４日間で高額なセ
ミナーでした。それを開催した会社は現在では存
在していません。様々の気づきを得る為にゲーム
的に進行していきます。ひとつの博愛を気づかせ
るセッションをご紹介します。老若男女200名が
参加していました。フォークダンスのように男性
が外側に、内側には女性が並び、一対一で向き合
います。ルールは相対した人間をきらいと思えば
指で数字の1を出してそっぽを向きます。何も感
じなければ数字の2を出して会釈か、おじきをし
ます。好ましいと思えば数字の3を出して握手を
します。最高級、大好きならば数字の4を出して
ハグをします。ちがう数字が出たなら相互に交渉
して決定して下さいというものです。 1・きらい
2・おじき 3・握手 4・ハグ です。一通り、ル
ール説明したところで、ひとりのおじいさんがこ
のセッションは参加したくないとすごすごと離脱
していきました。1・きらい ばかり出されたら、
たまらんとでも思ったのでしょうか。薄暗い雰囲
気の中でセッションが始まりました。しばらくし
てから、あちこちですすり泣く声が聞こえ始めま
した。想定外に相手の男性から 4・ハグ された女
性たちが嬉しくて泣き始めたのです。男性も泣き
始めました。一種の感動が会場全体を支配しまし
た。いつの日か、すべての人々が 4・ハグ を出し
合い、さらに国々も 4・ハグ ばかり出す世界がく
れば良いなと思ったものです。
善意を感じるように、自分の心の内を整えてみ
て感じたことがあります。誰も、他人の心の内を
覗くことはできません。日本の着物というのは裏
地に美しい模様があります。東洋的な奥ゆかしさ
を感じます。表面的に綺麗な模様の新建材があり
ます。合板の新建材は年月とともに湿気を吸って
貧乏くさく見苦しくなります。一方、古来よりあ
る檜はどうでしょうか。ムクです。檜は年月を経
るほどに艶が出て値打ちが出てきます。私は外見
よりも見えないところが美しい老人をめざしたい
と思います。檜をめざします。人は何のために学
ぶのか。自分を磨くためである。自分を磨いて人
生を全うするためであると言われています。人間
を磨くのに王道はないのでしょう。心を磨き高み
をめざします。映画や舞台で人気のドン・キホー
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For a heavenly cause!
天命のためならば！
And I know, if I'll only be true
私にはわかる、私がこの輝かしい大義に
To this glorious quest,
誠実であるときのみ
That my heart will lie peacefull and calm,
私の心は平和で穏やかになれる
When I'm laid to my rest.
休息が訪れたときに
And the world will be better for thisそして世界はきっとよくなっている
That one man, scorned and covered with scars,
ひとりの男が、さげすまれ傷つきながら
Still strove with his last ounce of courage
最後の１オンスの勇気で奮闘したことが
To reach the unreachable star !
届かぬ星にたどりつくために！

テ。ラマンチャの男。ドン・キホーテのように人
生の高みをめざし、見果てぬ夢を追い続けたいと
思います。

The Impossible Dream
見果てぬ夢
To dream the impossible dream
見果てぬ夢を夢見ること
To fight the unbeatable foe
打ち倒せない敵と戦うこと
To bear with unbearable sorrow,
耐えられない悲しみに耐えること
To run where the brave dare not go
勇者がひるむ場所であろうと駆けつけること
To right the unrightable wrong
正しからざる悪を正すこと
To love, pure and chaste, from afar
はるか離れて、純に汚れなく愛すること
To try when your arms are too weary
腕が萎えようとやりぬくこと
To reach the unreachable star !
届かぬ星にたどりつくこと！
This is my quest,
これが私の使命
To follow that star
あの星を追うこと
No matter how hopeless,
いかに絶望的であろうと
No matter how far,
いかに離れていようと
To fight for the right
正義のために戦うこと
Without question or pause,
疑念もためらいもなく
To be willing to march into hell
勇んで地獄へ進撃すること

理事、役員、各委員長、すべての会員の皆様に
御礼を申し上げます。一年間、有難う御座いまし
た。どうか、若い会員の皆様、ロータリーをお楽
しみください。

松戸ロータリークラブの場
合、会長が幹事を指名するこ
とができず一年間伊原会長は
大変だったろうと思いまし
た。伊原会長には色々迷惑等
かけてほんとうに感謝してい
ます。去年の今頃は活動計画書を作成し、クラブ
予算を作り、クラブ細則を変更した事がつい最近
のことの様に思われます。この一年間の中でやは
り一番心に残り、忘れられない出来事は東日本大
震災でした。その前にニュージーランドに大地震
があり、義援金を送る手続をしていると、すぐ東
日本大震災でした。その時、全会員から義援金を
出して頂きロータリーは凄いなと感じました。
今思うとまだ色々な事がありましたが、この一
年間皆様方のご指導を頂き、何とか過ごすことが
できました。私が幹事になる時、自分に言い聞か
せた事は100パーセントの出席をすることでした。
何とかそれを達成できました。一年間つたない幹
事でしたが本当にご協力ありがとうございまし
た。
− ４ −

【皆 勤 者】
土、屋 亮平

計16名

（敬称略）

草野

進

柳澤

正敏

中山

政明

伊原

清良

織田

信幸

林

希一

下田由起男

山田

達郎

松田

茂一

湯本

高之

松本

幸夫

杉浦

章浩

澤田

正宏

三国

大吾

篠宮

功

（8月18日入会より）

【準皆勤者】
杉浦

裕

計３名
中澤

（敬称略）
雅彦

、
【皆勤者】土
屋亮平会員

【皆勤者】柳澤正敏会員

【皆勤者】中山政明会員

【皆勤者】伊原清良会員

【皆勤者】織田信幸会員

【皆勤者】松田茂一会員

【皆勤者】湯本高之会員

【皆勤者】松本幸夫会員

【皆勤者】林

【皆勤者】下田由起男会員

【皆勤者】山田達郎会員

【皆勤者】杉浦章浩会員

【皆勤者】澤田正宏会員

【皆勤者】三国大吾会員

【皆勤者】篠宮 功会員
（8月18日入会より）

【準皆勤者】杉浦 裕会員

【皆勤者】中澤雅彦会員

【準皆勤者】申

希一会員
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權会員

土、屋

亮平君

松戸東ＲＣ

６月10日

松本

幸夫君

松戸東ＲＣ

６月24日

本日出席率

84.0％

１．クラブ内、会議・連絡事項等の案内
①先週の会報幹事報告の中で聖徳学園学園祭と
なっていますが、学園葬の間違いでした。

大河平貞郎様

松戸中央ＲＣ

②テーブルに乗っているお菓子は学園葬に来て
いただいたお礼で川並会員からいただきまし
た。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①大震災義援金を活用したクラブの被災者支援

松戸中央RC 大河平貞郎様／お世話になります。

活動取り組みのお願い。
②第2790地区事務所より模擬国連のDVDが届

伊原清良君／感謝。

いています。事務局に保管しておきます。
中山政明君／おかげさまで100％出席する事が出
３．他クラブ会報・その他

来ました。ありがとうございます。伊原会長大変

特にございません。

楽しい一年でした。幹事の松田さんも本当にご苦
労様でした。

４

例会変更の連絡
・松戸北ＲＣ
７月12日

川並芳純君／父の学園葬に際しましては皆様から
の例会は12日〜13日の移動例会に

変更

のご厚情有難うございました。今後とも宜しくお
願い申し上げます。

点鐘

18：00

場所

ホテル「対岳館」

湯本高之君／皆勤賞ありがとうございます。そし

長野県北安曇郡白馬八方5094

て伊原会長、松田幹事大変お疲れ様でした。この
１年間は楽しい例会でした。

５．その他報告
特にございません。
ニコニコBOX

当日￥ 31,000

累計￥1,252,000

財

当日￥ 4,002

累計￥ 170,380

団BOX

文責／三国
会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

出席42名

義務会員35名

免除会員 7名

仮欠10名

義務会員 8名

免除会員 2名

草野

進君

松葉

則明君

加瀬

仁君

島村

善行君

中田智次郎君
飛田

大川 吉美君
土、肥伸一郎君

勤君
− ６ −

