
２０１７年１月２３日（晴れ） 第２週 第２１７９回例会

Song ”日も風も星も”

Attendance

会員 ７６名 欠席 １２名 出席率 ８１．２５％

１２月分修正出席率の報告

１２月 ５日出席率 100％ 欠 席 ０名

１２月１２日出席率 100％ 欠 席 ０名

１２月１７日出席率 100％ 欠 席 ０名

President Time 篠田正志 会長

皆さん、こんにちは。暦の上では、大寒も過ぎましたが

まだまだ寒い日が続いております。体には十分気を付けて

生活をして下さい。

「敵に塩を送る」という格言

永禄11年（1568年）1月11日、今川との関係が悪化

したために塩の流通を止められた武田信玄に対して、上杉

謙信が塩を送り、これが「敵対する者の弱みに付け込まず、

戦う時は正々堂々と真正面から戦う」という意味を表す語

源となったとされる出来事です。永禄3年（1560年）、桶

狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれ、今川家の衰退

は止め処なく進行していきます。その姿を見て武田信玄は

今川家を見限り、当時締結していた武田・北条・今川によ

る「甲相駿三国同盟」を永禄11年（1568年）に破棄。さ

らに信玄は今川領である駿河を攻め自領としてしまいます。

これに怒った今川氏は「塩止め」を実施。塩は人間が生き

て行くうえで欠かせない物で、当然、甲斐の領民たちは苦

しみました。この窮状を知った上杉謙信は、川中島での決

着もついていない敵である武田信玄に日本海産の塩を送っ

たのです。ですがこれはあくまでも逸話であり、真実は少

し異なるようです。

上杉謙信は武勇で名を馳せた武将ですが、商業面でも優

れた才覚を発揮して、病死するまでに2万7140両という

莫大な財産を築き上げます。それは関税や商いによるもの

でした。そんな折に目をつけたのが塩不足で困っている武

田信玄でした。プレゼントしたのではなく、甲斐商人への

塩の販売を禁じなかった…というより、売りまくった。と

いうのが真相なようです。他面に於いて義を貫き通した上

杉謙信であるため、後世に書かれた書物によりいつの間に

か美談化されていきました。ただ、謙信が今川＆北条に同

調する事なく塩の流通を止めなかったのは事実であり、永

禄11年1月11日、越後の塩は本当に松本に到着し、その

Today １月３０日（第２１８０回）

担当 篠田正志 会長

演題 クラブアッセンブリー

委員会中間報告

Next Week ２月 ６日（第２１８１回）

担当 後藤 眞 プログラム委員長

演題 卓話

稲沢東高等学校 校長 高木善則氏



日「塩市」が立ちました。どんなに有難かったことか。以

後、毎年1月11日に松本で「塩市」が行われるようになり、

いつしか「あめ市」に変わり、それが現在でも毎年行われ

ている「松本あめ市」なのだそうです。

Secretary Report 黒川元則 幹事

１ 次週1月30日（月）はクラブアッセンブリーです。各

委員長さんはあらかじめ事業内容を簡潔に（1～2分程

度）発表できるよう準備をお願いします。なおご都合

の悪い方は必ず代理の方にご依頼下さい。

２ 第18回西尾張分区ロータリークラブ美術展のご案内

日時 3月14日（火）13:00～20日（月）16:00

場所 稲沢市荻須記念美術館 第1・2室

※出店ご希望の方は事務局まで。

３ 第2回準備理事会のご案内

日時 1月24日（火）

場所 ブラッセリー・アブサン

米寿お祝い 後藤袈裟美君、木下章吉君

喜寿お祝い 伊藤英毅君、北野庸夫君、酒井和雄君

古希お祝い 青本道春君、後藤雅光君、水谷安紀君

篠田正志君、田中正博君、渡辺 均君、山田幹夫君

還暦お祝い 加藤春視君、中西 巧君、山本輝幸君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

本日は年男放談です。加藤春視君、中西君、山本君、

よろしくお願いします。

横井久雄 副会長

年男、加藤春視君、中西君、山本君、本日の卓話、よ

ろしくお願いします。

黒川元則 幹事

年男・年女の皆さん、おめでとうございます。本日の

卓話、よろしくお願いいたします。

中西 巧君

本日、還暦の1人として卓話をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。



後藤 眞君

1月3日、75才となりました。「胎内に まだ恋心 鰯

雲」吉行和子さんの句、感じるなぁ。

北島奈穂子君

黒川君、先日はご馳走様でした。

前田重廣君

感謝の気持ちで。今年で80才です。

何時も元気で例会出席。皆様のおかげです。

田中正博君

稀勢の里、優勝おめでとう。そして横綱昇進重ねてお

めでとう。19年ぶり日本人横綱誕生、本当に嬉しい。

後藤雅光君

先日、大竹和美君に50年在籍記念品に印田をいただき

まして、有り難うございます。

稲垣秀樹君

先日、ハルピン氷祭りを観に行きました。－30度の極

寒の地を体感してきました。それに比べれば日本は暖

かいなぁ。でも、やっぱり寒い。

伊藤英毅君

昨日、伏見へお詣りに行って参りました。今年も皆様

にとって良い年でありますように。合掌。

神田康史君

孫の成長に感謝。息子・嫁共に子育てに頑張っている

姿を見ると、我夫婦も「いつか来た道」を思い出しま

す。のどかな1日でした。

加藤春視君

12年振りに、年男放談卓話が回ってきました。よろし

くお願いいたします。

河瀬文一君

ニコボックスの皆様、ご苦労様。

児玉憲之君

年末・年始のお休みを利用して、西アフリカ4ヶ国（コ

ートジボアール、ガーナ、トーゴ、ベナン）へ行って

来ました。

宮下忠克君

ご近所の中華料理屋の息子に「おじさん、髪黒くなっ

たね」と言われました。子供は正直ですね。

水野 眞君

寒中お見舞い申し上げます。

大西晃弘君

加藤春視君、中西君、山本君、本日の年男・年女放談、

よろしくお願いいたします。

山本輝幸君

年男放談、よろしくお願いします。お世話になります。

合 計 ５０，０００円

年 男 ・ 年 女 放 談

加藤春視君

本年は、年男の卓話をご指名頂き誠にありがとうござい

ます。併せて、なんと還暦を迎える年となりました。毎年、

先輩諸氏が還暦のお祝いを迎えられる中で、まだまだ自分

にはほど遠い話だと思っていました。ロータリーに入会さ

せて頂き最も大切に思うことの一つに、自分より10年20

年先を歩まれている素晴らしい経験豊富な経営者の方々が

沢山おられ、アドバイスを戴いたりできることと思ってお

ります。この機会に高い席からでございますが、あらため

て感謝申し上げます。

さて、今年の干支は、酉年ということでもう新年の席で

沢山のお話を拝聴されたと思いますので、自分で思う、酉

年生まれの印象に触れてみたいと思います。まず酉といえ

ばニワトリが代表的なので、「鶏は三歩歩くと忘れる」とい

うことわざにもあるように、あまり賢いという印象はあり

ませんし、焼き肉店、焼き鳥店の印象でも、手軽でお得と

いう感覚しかございません。良い機会でしたのでネットで

調べてみましたらなんと実は賢く優れた能力を持つと言わ

れていました。これをみてすごく喜びました。芸能人です



と黒柳徹子さん、歴史上ですと太閤・豊臣秀吉だそうです。

同じ中村区の生まれなので信じておこうと思いました。

さて、これからは、自分の年代と日本の経済に合わせてお

話をさせて頂こうと思います。

生まれたのは、昭和32年の7月でして誕生日には、生ん

でくれた母にこんな暑い時に生んでくれてありがとうと言

うようにしています。その頃の出来事・新商品は、

・ダイエーの一号店「主婦の店ダイエー」が開店

・日本初の本格的地下街「名古屋地下街」開業

・日本コカ・コーラ設立

・スポーツカー フェアレディ（ダットサン）

・電気やぐらこたつ （東京芝浦電気）

・ポリバケツ （積水化学工業）

とのことです。これからは少し記憶をたどって印象的なこ

とを思い出していきたいと思います。

昭和34年 伊勢湾台風 2歳でした。母の実家が海部郡

十四山村でしたのでその当時竹棒を振り回して遊んでいる

写真が残っていました。今思えば大変な被害で不謹慎な坊

主だったようです。

■小学校入学 新幹線の開業と東京オリンピック

聖火台に火がつけられた時のことは今でもよく覚えてい

ます。また、マラソンのアベベ選手、円谷選手のことも覚

えています。日本中がお祭り騒ぎだった気がします。

■中学校入学 大阪万博EXPO'70

親戚のおじさんの車で大阪まで連れて行ってもらいまし

た。とにかく人だかりで大変な思いをしただけだったよう

な気がします。（来場者数6,422万人、参加国77か国）ア

メリカ館の月の石やカナダ館のバッチも日本庭園も見てな

いと思います。ただ一つ万博記念切手を購入したのだけは

覚えています。今も大切に保存されています。もう一つ絶

対に忘れてはならない、岡本太郎さんの「太陽の塔」の存

在を忘れていました。想像を絶する大きさと迫力に感動を

したのを思い出しました。よど号ハイジャック事件もテレ

ビで見ていたことを思い出しました。政治的にも大変な時

期だったのです。

私たちの年代は、このように人生の節目に世の中の大き

なうねりと遭遇する生まれ年のような気がします。今思う

と日本が高度成長として発展し始めたころとなります。

■22歳1979年（昭和54年）

この頃の出来事・新商品は、

・インベーダーゲーム大流行

・第2次石油ショック

・自動車電話サービスを東京23区で開始

・『ドラえもん』放送開始

・ウォークマン TPS-L2（ソニー）

・パソコン PC-8001（日本電気）

・日本語ワードプロセッサ ＪＷ-10（東京芝浦電気）

・カード電卓（シャープ）

流行歌では、

・夢追い酒 渥美二郎

・魅せられて ジュディ・オング

・おもいで酒 小林幸子

が流行っていました。学校を卒業して、ソフト業界に入り、

東京本社採用となりました。今思うとバブル経済の予兆が

あり、仕事は忙しく月の残業時間が120時間とか平気でや

っていました。今の時代60時間から80時間でブラック企

業です。そんな業務の合間でも新橋、新宿歌舞伎町へお客

様や先輩に楽しいところへ連れて行って頂きました。今で

も楽しい思い出です。

■29歳1986年（昭和61年）

この頃の出来事・新商品は、

・株価高騰でＮＴＴ株フィーバーなどマネーブーム高まる

・葬式ごっこといういじめ流行

・英チャールズ皇太子とダイアナ妃が来日

・日本初の女性党首・社会党土井たか子委員長誕生

・ミニスカート流行

・ＯＬブーム

・レンズ付きフィルム 写ルンです（富士写真フィルム）

が、流行っていました。このような年に独立、近鉄蟹江駅

前のビルで会社を始めました。今思えばバブル成長真っ盛

りでした。そんな中だったので独立できたのでしょう。B-i

ngというリクルートがやっていた求人広告誌の1ページ広

告が120万でした。独立したてで、バブルで儲かったでし

ょう的なことは残念ですがあまりありませんでした。求人

費に泡のように消えていきました。でも仕事は沢山すぎる

くらいありました。仕事ください仕事くださいの営業を続

けていました。本当にお客様に感謝です。

■34歳1991年（平成3年）

この頃の出来事・新商品は、

・東京都庁が新宿に移転し、新東京都庁舎開庁



・若貴・外人力士の活躍などで大相撲ブーム

・横綱・千代の富士が現役引退

・雲仙普賢岳で大火砕流発生

・東京都港区芝浦にジュリアナ東京オープン

・1990年をピークに不動産価格、株価ともに一気に下落

に転換しバブルが崩壊。一般的に1986年12月～1991年

2月までの4年3ヵ月間の間に起きた、資産価格の過度な高

騰とそれに伴う好景気の事をバブル景気と言い、その好景

気から一転して一気に資産価格が下落に転じた、1991年

3月～1993年10月までの期間をバブル崩壊と言うそうで

す。私は、このころ特に莫大な資産を築くことも損失を持

つこともなく相変わらず求人と営業に翻弄していました。

■51歳2008年（平成20年）

この頃の出来事・新商品は、

・北京オリンピック開幕（金9 銀6 銅10）

・タクシーの全面禁煙化が始まる

そしてリーマンショックがある日突然起こりました。200

8年9月に、アメリカのリーマンブラザーズという、

超大手証券会社が破たんしたことで起こりました。

テレビでは、エリート証券マンが、会社から私物を抱えて

途方に暮れている姿が映し出されていました。まだこの時

は、アメリカで起きたニュースの一つとしかとらえていま

せんでした。負の連鎖は、世界を駆け巡って行きました。

そしてある月突然自分の会社にもドミノ崩しがやってきま

した。前月そこそこの黒字が当月大きな赤字へと急落しま

した。一度に不安の闇の中に突入していきました、同業者、

もちろんあまロータリーの方にも相談をして、対応をしま

した。弊社は、半導体、液晶帯関連の搬送・保管システム、

物流システムを中心にソフトウエアの開発をしていました

ので、急激に変動することはあまりありませんでしたがこ

の時は、実は、本当に会社どうなるかと思っていました。

何とか国の方策で助けてもらいました。

そして本年とつながり、

■60歳2017年（平成29年）

1月20日アメリカ第44代大統領 トランプ大統領就任と

なりました。アメリカファースト「第一主義」を進めよう

とする中で、切り札となるジョーカーとなるのかババとな

るのか関心が高いところです。

最後になりますが、十二支や干支の考え方では、「酉のつ

く年は商売繁盛に繋がる」と考えられていますので、皆さ

んに取って益々良い1年となりますことを祈念しまして私

の卓話とさせて戴きます。誠にありがとうございます。

「失敗ばかりのわが人生」

中西 巧君

本日はこの様な卓話の機会を頂き誠にありがとうござい

ます。私はよく人から《謎が多い人間》とか《ベールを脱

がない人間》と言われる事が多くあります。あまロータリ

ークラブに入会して3年6ヶ月が過ぎましたが、まだ私の事

をよく知らない方も大勢いらっしゃいます。本日は私の失

敗だらけの人生をカミングアウトして、皆様に私を少しで

も理解頂ければと思います。

私は今年３月で満60歳の誕生日を迎えます。俗にいう還

暦を迎える事になりました。還暦を迎える年になり『還暦』

の本当の意味さへ知らないのは恥ずかしいと思い、辞書で

調べてみました。

『還暦』とは

十干十二支(干支)で年齢を数えると、六〇年で一巡し、数

え年の六一歳で最初の干支に戻る。それでこの数え年六一

歳を還暦もしくは本卦（ほんけ）還りといって祝う。華甲

（かこう）ともいうが、「華」の字を分解すると六つの“十

”と“一”になり、「甲」は甲子(きのえね)で最初の干支で

あるため。再び赤子に返るということで、赤い頭巾やチャ

ンチャンコ、座布団などを贈る風習がある。

古来日本で行われていた長寿の祝いは古稀からで、還暦

が祝われるようになったのは江戸時代からである。とあり

ました。そこで、赤子に戻る前に私の今までの人生を振り

返る事にしました。振り返ると失敗と後悔ばかりの人生で

あり、御披露できる華やかな話はありませんので、本日は

人生の後悔部分だけを告白する事に致します。



【失敗その１】

私は名古屋鉄道に勤めていた父と、社内恋愛で結婚した

母の間に昭和32年に生まれました。名古屋市昭和区の杁中

という街で育ち、名古屋市立八事小学校を卒業しました。

勉強が嫌いで遊びが全ての少年期でした。この時期の一番

の思い出は野球部に所属して名古屋市少年野球大会に出場

した事です。私はサードを守り打順は５番で重要な要職を

任されていました。事件が起きたのは準決勝の試合です。

試合は投手戦で９回裏まで１対０で私のチームが勝ってい

ました。場面は９回裏相手方の攻撃で２アウト満塁。一打

サヨナラのピンチです。相手方の打順は下位打線に入り長

打はないと考え、セーフテイバントだけ警戒しろとの監督

からの指示に、サードの私は若干前進守備を敷いていまし

た。ところがバッターの打球は強烈な三塁線を襲ったゴロ

です。何とか横に飛んで打球を止めた私の脳裏には「これ

で決勝戦進出だ」という言葉が浮かびました。ベンチから

も「ナイス！サード！」と掛け声も飛んでいます。このま

ま終わればヒーローです。しかし、悲劇はここから始まり

ました。この場合の処理方法は①サードベースを踏む②二

塁ベースへ送球してホースアウト③一塁へ送球する。この

中から最も安全にアウトが取れる方法を選択すべきなので

す。ところが、このサードの選手はホームベースへ送球す

る間違った選択をしてしまいました。しかもキャッチャー

は一塁ベースカバーに走っており、誰もいないホームベー

スへ送球してしまいました。結末は御想像通りです。悪送

球の間に二塁走者までがホームを踏み逆転サヨナラ負けで

す。監督、チームメート、応援の父兄は今ここで何が起き

たのか理解できず唖然としていました。私自身もゲームセ

ット時の整列が終わり、事態が把握できるようになりまし

た。周囲からの慰めの言葉を素直に聞く事も出来ず、送迎

のバスにも乗る勇気もなく、名城公園グランドから6時間

かけて一人で歩いて帰宅しました。翌日は月曜日、平常通

り学校へ行きました。想像通り針の筵に座らされた雰囲気

の中、残り半年の小学校生活を送る羽目になりました。シ

チュエーション毎に、三塁ゴロが飛んできた時にどう処理

するべきかイメージトレーニングしていなかった私の最初

の後悔でした。

【失敗その２】

中学生の私は相変わらずの勉強きらいでした。高校受験

の時、初恋の彼女が県立昭和高校を受験すると聞き「俺も

昭和高校を受験したい」と両親に相談したところ「我が家

は安給料のサラリーマンの家だから絶対合格する公立高校

を受験しなさい」と返事が返ってきました。結果、彼女は

県立昭和高校へ、私は県立東郷高校へ入学し、交際は終わ

ってしまいました。安月給の家に生まれて損をしたという

他責の念で高校３年間を過ごした私は、相も変わらず勉強

嫌いでした。大学受験の時も状況は変わらず「国公立大学

なら行ってもいいが私立大学なら駄目だ」と両親から言わ

れ、現役時代に２校受験し失敗し、一浪して２校受験し全

て不合格となりました。予備校の費用も私大並みに高く、

二浪は出来ません。諦めて就職するかなと考えていた時、

予備校の先生から「特待で受け入れてくれる私大があるよ」

と紹介され、岐阜県大垣市にある岐阜経済大学に授業料免

除の待遇で入学させて頂きました。高校受験の時の悔しい

事件から反省もせず、勉強嫌いの人間が大学受験に失敗し

た人生二回目の後悔でした。

【失敗その３】

社会人になって仕事は好きで楽しく過ごしました。最初

に就職した事務機器メーカー、その後転職した機械メーカ

ー、最後に勤務した住宅総合サービス会社でも滅私奉公を

貫きました。国立大学卒業の同期社員に負けたくないとい

う学歴コンプレックスがあったと思います。そんな社会人

生活の中で事件が起きました。機械メーカー勤務の時代に

東南アジア5ヶ国駐在の経験を致しました。タイ、インド

ネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンの5カ国

を2ヶ月単位で巡回する勤務体系です。1月2月はタイで勤

務し、3月4月はシンガポールで勤務するといった環境での

勤務です。各国で代理店を開拓し、営業マン教育、部品供

給ルート構築、メンテナンス社員教育などが主な仕事でし

た。シンガポールとフィリピンでは片言の英語が通じます

が、他の3ヶ国は英語の話せる人はホテルの従業員と代理

店幹部社員しかいませんので、言葉の壁で苦労しました。

次第に現地の言葉が理解できるようになった頃には次の国

へ移動しなければならず、仕事が終わればホテルに帰って

日本語放送のテレビを見るだけの毎日でした。バンコク、

マニラなどには日本人が多く集まる街があり、日本語で会

話をしたくなると出向きました。そこで失敗の原因が待っ

ていました。東南アジアを経験されている方は理解して頂

けると思いますが、外国人、または外国で働いている日本

人は時間の感覚が違います。会議を計画した場合、日本で



は約束した5分前には出席者全員が集合しますが、東南ア

ジアでは約束した時間に集まるのが50％、1時間後に全員

が揃うといった風土です。最初は腹が立ち、何度も会議を

キャンセルしました。しかし、慣れとは怖いもので、私自

身も集合時間に平気で遅れるようになってしまいました。

時間の感覚だけではありません。東南アジアで仕事をして

いると、ビジネスマナー、モラル全てにおいて日本人は厳

しい姿勢で仕事をしている事が解ります。そして日本人の

規律正しい生活に違和感を覚える様になります。海外駐在

が長ければ長い程、違和感が深まり東南アジア化されてき

ます。自身が日本人でありながら「どうして日本人はセコ

セコ働くのか？」と疑問を抱く様になります。そんな日本

人気質を失ったビジネスマンが日本国内に復帰する事は容

易ではありません。『滅私奉公が美徳』としていた私が『働

きアリのように働くなんて人生はイヤダ』という考えにな

ってしまったのです。日本で生活する者が日本文化を否定

する事で、逆に社会から否定されてしまう事に気付いたの

は退職届を提出した2年後でした。

【その他の失敗】

離婚を経験した事。離婚騒ぎを起こし子供達まで巻き込

んでしまった事。多額の借金を抱えてマチ金にまで手を出

した事。私の人生は多くの後悔と少しの反省の上に成り立

っています。そんな私がロータリークラブの会員として奉

仕活動をしている事は過去の私を知る人からは信じ難いと

思われるでしょう。自分自身でも「こんな後悔だらけの自

分がロータリークラブ活動をしていて良いのか？」と自問

する事があります。そんな時、出会った歌の歌詞を最後に

御披露させて頂きます。「いつまでも見つめていたい 幸せ

そうなその笑顔 広いこの地球のどこかで今日も 泣いて

いる人がいるのかな？いつも心にいる大切な人を思い 幸

せであって欲しいと願う 僕の小さな夢 いつか無くした

物だって きっともう一度取り戻せるから 僕は精一杯叫

び続ける 愛する気持ちをまだ止めないで… いつか傷つ

いて 優しい気持ち無くして… 夢を追いかける本当の意

味さえ 見えなくなっていた…子供達が夢を持ったまま

生きていって欲しいと願うから 今僕らはここでなにをす

べきか… 愛すべき未来の僕らのため 幾千の星の中 優

しさを分け合う喜びを知り 僕たちはこれからつないでゆ

くんだ 希望と命の糸 僕が笑顔でいられたら あなたの

笑顔が見ていられる そう信じて僕は叫び続ける 愛する

気持ちまだ止めないで… 愛すべき僕らの未来のため」

御清聴ありがとうございました。

山本輝幸君

今回年男放談という事で、3年半ほど前の入会卓話以来

再びこのような機会を頂けましたことに感謝いたします。

以前は富山ロータリーにも入っておりましたことから、

少し富山の宣伝を含めて紹介・案内をさせて頂きました。

数々の美味しいものの話をしましたが、独身生活では見張

りもないので極力暴食は無いよう注意していたため、今よ

りはもう少し少ない体重を保っておりました。が、名古屋

に来まして順調に体重も増えてきていることから、母ちゃ

んつくるご飯がやはり一番であると申し上げておきます。

しかし年々健康について悪くなる一方であり、検査を受け

れば病気のデパートと言われております。まったく自慢に

ならないのですが、富山の話の中でも富山市は「富山コン

パクトシティー」構想があると申し上げました。ざっくり

言えば、買い物や生活不便を感じる人を出来るだけ都市部

に集中させ医療・生活必需品購入の際に交通網で不便がな

い様にしていく。ごみの収集や凍結や除雪（融雪機能）を

最小限にとどめるための対策として、都市部に人口密度を

より集中させていこうという試みで、全国の特に高齢化が

進んだ街、積雪の多い街などで関心が高いもの。そこで今

年はそれをまねて、私の体も「コンパクトボディ‐構想」

を目指していきたい！とそれほど強い意志ではありません

がやっていきたいと…いや、やれたらいいなーという程度

に考えております。効率的に仕事をして早く決まった時間

に食事をとることですか！ここで中西さんのように痩せま

すとは決して宣言いたしませんので誤解のない様に！

顔は男の履歴書と良く申されます。挨拶の際に、時に私



より年下ですかと驚かれ少し落ち込んだりもします。確か

に顔の体の締りなどから納得してしまう自分でもあります

が…。同じ年でも若々しい方も多くお見えですが、その方

々は食事に注意し体を鍛えていたりしてるわけです。まさ

しく60年かけてつくられた生き様でしょうか！

６０年を具体的にふり返りますと…

年男、酉年で御座います。酉は鶏で、時を知らせる。お

客様を取り込むなどと商売には縁起のいい干支です。孔子

の論語に「60にして耳順う」年です。この言葉に合わせて

どんな人生であったか簡単な紹介をさせて頂きます。

・15にして学びを志す。

何かに興味を持つこと、目指す方向を見つけることとす

れば…中学3年、高校の選択を含めて動き出さなければな

らなかった時期であったと今思います。目指す方向は残念

ながら明確になりませんでしたが、楽しかった時期ではあ

りました。

・30にして立つ！

社会人になっていたわけですが、孔子も急激に年月を重

ねて、高校や大学の美しき青春時代を割愛させて頂きます

ことお許しください。この時はコンピュータ会社におりま

して、年号の変更やら上司の長期入院やらで大変なピンチ

の連続の時期であったと思います。上司の入院先に行って、

プログラム変更や月次処理を半徹夜の連続でやりきったと

いうか帳尻を合わせた状況の年！まさに30にして崖っぷち

に立った年でした

・40にして惑わず

この年は立場として、名古屋鉄道の課長という職につい

て２年目だったと思いますが、名鉄グループ運動というも

のの事務局をしていた時期で、各グループ会社との交流も

増えまさに忙しさの中にも面白みを感じて仕事をしていた

かと…

・50にして天命を知る

この年は名鉄グランドホテルの役員にさせて頂いた年。

７月生まれですので６月就任だったと思います。しかし、

別会社であったセントレアホテルと株式会社名鉄グランド

ホテルを統合し、給与体系の変更、退職金制度、就業規則、

労働組合等々を私含めて総務担当２人でやることになり、

3か月半で「新生名鉄グランドホテル」に移行した時期で

す。１週間に取締役会を３回開催するなど、決定へのいば

らの道を感じました

・いよいよ60歳

我 ６０にして耳順う。正直言いまして、まだまだこの

境地にならず今も周りといざこざだらけ！なんとなく孤独

を感じる時が多くなったのかな～と思う日々です。60年の

月日を迎え、明らかに物事への執着・集中力がなくなりつ

つあり、憶える力も体力も確実に衰えてきております。後

身の意見を尊重しつつ、時に心地いい身の置き場を想像す

る日を夢見て今後も精進してまいります。すべては家族の

ために、会社のために、あまロータリーのために！御清聴

ありがとうございました。

※本年度は昨年から始めました囲碁を脳訓練のためにも少

し真面目にやりたいと思いますので御教授して頂ける方は

宜しくお願い致します。

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 27

「郷土芸能説教源氏節 －あま市」

説教源氏節は、義太夫ほども格式ばらず古典歌舞伎のよ

うに難しくなく、分かりやすい話し言葉で歌う源氏節と、

首を支える棒と両手を動かす二本の竹べらのみで操作する

素朴な人形芝居である。この人形が、なかなか芸が細かく

見応えがある。これは江戸時代、大阪の岡本美根太夫によ

ってはじめられ、のち名古屋に伝えられたもので、当地で

盛んとなるのは大阪から移住した岡本美住太夫によるもの

で、この人の流派がそのままあま市西今宿にも伝わったの

である。以後、芸好きな気風とあいまって、昭和50年、六

代目岡本美寿松太夫（服部松次）まで継承された。しかし

6代目が亡くなり後継者もなく途絶えるもその後、平成に

なり地元主婦を中心とした「もくもく座（人形劇グループ）」

が当時のテープを元に、甚目寺説教源氏節を復元させる。


