
 

 

     今週のプログラム 

（２０１８年５月１０日 第９２６回例会） 

        

     不眠症 insomnia 

 

   担当：小 山 富 夫 名誉会員 

      高 尾  修  会員 

 

      次週のプログラム 

（２０１８年５月１７日 第９２７回例会） 

  

出雲・伯耆のお話 

 

担当：西 本 明 文 会員 

               ＜会長の時間＞              水本徹会長 

大学を卒業して、栃木県で教師をやっていた人が、父親の具合が良くなく、実家のお寺の仕事を手伝う為、

僅か一年たらずで教師を辞めることが決まりました。その時、40歳位の先輩の先生が「僕もそんなことがあ

った」と言って、こんな話をしてくれたそうです。 

先輩が東京の大学で自由な学生生活を謳歌していた２回生の時、電報が届いた。「チチ キトク スグ カ

エレ ハハ」。何が何だか分からないまま帰ったら、すでに通夜の段取りが進められていて、唖然としてい

る間に通夜の日となった。年取ったお坊さんのお経が終わった後、20 歳だったその先生は泣きながら言った

そうだ。「お坊さん、俺は親父に何の親孝行もしていないんです。それが悔しくて悔しくて」。するとお坊

さんは答えた。「そうか悔しいか・・、でもな、君は大変な勘違いをしているぞ。いいか。君がこの世に無

事に生まれてきた。その事だけで、もう親孝行の８割は済んでいるんだよ」。最後にその先輩は言った。「俺

はその言葉でずいぶん肩の荷が下りたんだよ。出来ればそういうことが言える坊さんになれよな、言いたい

のはそれだけだ」。当時 23 歳の私には「何となくいい話だな」程度の認識だった。 

それから４年後、私は結婚し、明治以降住職不在の寺に入った私たち新夫婦に子供を授かった。檀家さん

達は、この新住職夫婦に興味深々で、いろんな人達から「男の子か女の子か」と噂され、近所中が姑状態だ

った。自分自身も男の子なら・女の子なら・・と夢に描いていた。そして、いよいよ出産の時、分娩室に入

る家内を見送った後、ただただ不安の中で待っているだけだった。陣痛が短くなって、もうすぐですよと看

護師が知らせてくれた時には、生まれてくる子が男とか女なんてどうでも良かった。母子とも無事であれば

それで良かった。数時間後、一つの命が産声をあげた。元気な男の子ですよ。お母さんも元気ですと看護師

さんの言葉を聞いて、４年前の先生に言われた言葉を突然思い出した。「君が無事に生まれただけで、親

孝行の８割は済んでいる。」本当にそう思った。残り２割は自分がどのように生きていくかで返

すしかないだろうと思う。 

ちなみに、この話を聞いたからと言って、決して自分の親に向かって「私は生まれただけで、親孝行の

８割は済んでるんだから。」なんて親孝行を帳消しにするようなことを言ってはだめですよ。 

２０１８年５月１０日発行 会報第９２６号 

第９２５回例会 （２０１８年４月２６日）の記録 



＜お客様＞   

     米山奨学生   金 東河 君   

 

＜出席報告＞      岸上和典出席担当 

会員数（内出席免除会員１名）    20 名 

本日の出席者数（内免除会員 1 名）  17 名 

              （内名誉会員 0 名）     

本日の出席率             85.00％   

前々回 4 月 12 日の修正出席率    85.00％ 

＜ロータリーソング＞       全会員 

  ♪ R-O-T-A-R-Y ♪ 

 

＜ピアノ演奏＞      近藤美里さん 

 1 ミモザ 

 2 ノクターン Op. 9-2 ショパン作曲 

3 All By Myself 

 

＜幹事報告＞                              山本友亮幹事            

 

１ IＭロータリーデー報告書が高槻ロータリークラブより送付されましたので、全会員のメー

ルボックスに配布致しました。 

２ 2019－2020 年度青少年交換プログラムチラシ・派遣学生募集要項をご確認の上、応募者が

おられましたらスポンサークラブを通じて地区青少年交換委員会、またはガバナー事務所

にお申し込みください。 

３ 長谷川前会員よりご本人様及び高島前会員の近況をお知らせ頂きましたので回覧致しま

す。 

 

＜ファインセッション＞  西本明文 SAA 補助 

  奉仕金１６，９５９円が集まりました。 

 

   



 

ファイヤーサイドミーティング            水本徹会長                                      

 

20 周年記念例会が 6 月 9 日に迫ってまいりました。今日のファイヤーサイドは、これまで実行

委員会で協議されてきた式次第、進行などを皆様に報告するとともに、皆様のご意見を聞き、

詳細を詰めていきたいという趣旨で開催しました。ホテル側からは吉竹様に参加いただいてお

ります。（概ね下記の協議事項が議題に上り活発な議論が行われた。今回の議論を参考にして

最終的に実行委員会にて決定の予定である。） 

・例会として行う 

 第 931 回例会として行う。例会の 1 部が記念式典 2 部が講演 3 部が宴会という構成をとる。 

・集合時間 １３：００（３時間前）メンバー全員 

・受付・着席 

①胸花 赤大 ガバナー・パストガバナー２・ガバナー補佐・ガバナー補佐エレクト・ 

    ７個 山本加奈子・桂米團治（名前入り、ホテルに依頼） 

    赤小 １６クラブ会長・幹事（名前なし、アテンダンスカード記入済み準備） 

    ３２個 

    白大 水本会長・山本幹事・相原実行委員長（名前入り、ホテルに依頼） 

    ３個 

    会員はクラブ名札着用、ゲストは名札準備 

②たすき できるだけ全員ＳＡＡ、ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ着用（不足分は摂津ＲＣから借受） 

③芳名録 必要か否か要検討 

④受付人数 ５名程度（祝い金受領、会費受領、領収書渡す、第３部のテーブル席札渡す？ 

      テーブル席札はホテルに確認、山本友亮幹事に受付にいてもらう） 

⑤来賓控え室への案内 

⑥来賓控え室から会場への案内 

⑦写真撮影  ホテルに依頼するか自前で用意するか 

 

・第一部 

① 吊り看板手配 ホテルへ 「千里メイプルロータリークラブ 創立２０周年記念式典」 

使用するのは第 1 部のみ 第 2 部宴会場では使用しない       

②来賓紹介 どこまで紹介するか 要検討事項 

③座席指定 椅子の背中に指名を書いた紙を貼る 

     ガバナー・パストガバナー・ガバナー補佐・ガバナー補佐エレクト・桂米團治 

     山本加奈子・古城会長・松本会長エレクト・水本会長・相原実行委員長 

    ＊桂米團治師匠はいつから入場する？ 

④挨拶いただく来賓への事前通告  いつどのように通告するか 要検討 

⑤飲み水  テーブルと演台に飲み水を準備 

⑥出席報告は必要か？ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦黒盆の準備 山本加奈子さんへの支援金贈呈用の目録入れ用 

       野﨑さんから相原実行委員長に渡す 

⑧メンバーの記念撮影はするのか？ 受付開始前に会員のみで行う？ホテルで？ 要検討事項 

 

・第二部 

①米團治師匠講演名が決まっていない 

  →講演名と祝宴も出席されるか、木下(健)がマネージャーに確認する。 

  ・米團治師匠お出迎え→村田会員 

②舞台設定 マイクの位置本数等 事前確認必要 

 

・第三部 

① 参加者着席 

テーブルに名前を貼っておく。席札はホテル作成  

エントリーカードの裏に座席を表示しておく方法もある？？ 

・桃響 futari リハーサルをする場合→15 時まで 

 桃響 futari の舞台設定、マイクの本数、位置、音響のセッティング等 事前確認必要 

 桃響 futari の演奏は、冒頭のみでよいか 宴会途中で再登場もありうるか。 

②鏡割りメンバー（５Ｘ２＝１０名） 

片山Ｇ、近藤ＰＧ、井上ＰＧ、近藤ＡＧ、松尾ＡＧＥ、 

古城会長(千里 RC)松本会長エレクト(福島 21RC)、山本加奈子様、水本会長、相原実行委員長   

鏡割りの発声は片山Ｇに依頼（いつまでに依頼するのか。） 

・枡のデザイン→image01 で決定 

③鏡割りが済んだら乾杯用の枡酒がすぐ配り終わるようにホテルとよく打ち合わせ 

④ 記念品入りの紙袋はどの時点で、どのように配布するのか 要検討事項（終宴１０分前？） 

⑤ 「手に手つないで」は大きな円で。 歌の後全員でお客様をお見送り？ 会長も退席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜SAA 報告＞                                 高尾修 SAA 

 

※スマイルボックス 

柳原会員     鹿児島から税務調査が来ました。まさか来ないと思っていました。ようやるわ  

黒川会員     皆様にお詫び!! 

村田会員     22 日の落語会、皆様、お疲れさまでした。 

山下会員・西本（明）会員  コメントなし 

 

 

 

   



 

＜SAA 報告の続き＞                              高尾修 SAA 

※ロータリー財団 

西本（詩）会員  太陽の塔、観覧車、心和む景色です。 

黒川会員     20 周年の 2 次会にも出ます。 

藤田会員     22 日、米團治様、村田会員 お世話になりました。 

山下会員     コメントなし 

※米山記念奨学会 

柳原会員     5 月の終わりには、また税務調査です。嬉しすぎて死にそうです。 

松田会員     すっかり春。でもクシャミが止まりません。 

藤田会員     金さん 楽しんでください。 

西本会員     快晴の日 気分良好 

黒川会員     20 周年の宴には出ます。  

高尾会員     水本会長 ファイヤーサイドミーティングよろしく。 

木下（健）会員  水本会長 ファイヤーサイドミーティングよろしくお願いします。 

山下会員 山本（雅）会員  コメントなし。 

※ラオス基金 

水本会長     いよいよ 20 周年に向けて秒読み。本日のﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞ宜しく 

黒川会員     ラオスは行けるかな 

藤田会員     連休、暑くなりそうです。 

柳原会員     連休明けは楽しい税務調査です。 

山下会員 西本（詩）会員 相原会員  コメントなし 

※メイプル基金 

藤田会員     水本会長 本日宜しくお願いします。 

水島会員     20 周年の成功を祈って。 

黒川会員    会員各位 申し訳ありません。 

山本（友）会員  本日もよろしく。 

西本（明）会員  新緑が美しい季節です。 

西本（詩）会員  庭のバラが咲き始めました。 

高尾会員 松田会員 山下会員  コメントなし 

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞ 

 

 

 

  

       【文責 松田親男】 


