
出席報告

会員誕生日 阪本哲

配偶者誕生日 柏木裕子(壽夫）

結婚記念日 榎本三､渡部

☆こにたんようこそ。卓話楽しみにしています。･････

･･･････････････････伊賀､福本雅､山本､三前剛､濵口

☆教え子の小西君です。健康に留意して頑張って下さ

い。･･･････････････････････････････････････鎌塚

☆小西博之様ようこそいらっしゃいました。上秋津中

の同級生の野村務さんは､当社の工事部長です。よろ

しくお願いします。･････････････････････････横田

☆小西博之さん､先日切符を買って頂きありがとうござ

いました。龍神観光:店主････････････････････小川

☆忘年会､楽しかったです。親睦活動委員会さん､ご苦

労様でした。･････････伊賀､三谷昌､田中､横田､近藤

☆忘年会､たくさんお集まり頂きましてありがとうござ

いました。････････････････････････････新藤､松本

☆先週の忘年会の日のエイズ撲滅キャンペーンに多数

の御参加ありがとうございました。･･･････････大木

お 祝 い

ニコニコ箱

第2898回 第2899回 第2900回

会員数 85名 85名 85名

出席規定免除会員数 10名 10名 10名

出席計算会員数 81名 82名 81名

出席者 59名 68名 61名

出席率 72.84％ 82.93％ 75.31％

メイクアップ 11名 3名

修正出席率 85.37％ 86.59％
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「こころの中をみつめよう
博愛を広げるために」

-Reach within to Embrace
Humanity-

カルヤン・バネルジー
ＲＩ会長

大澤徳平ガバナー

例 会 日 木曜日 12：30
例 会 場 紀伊田辺ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

会 長 伊賀 久記
幹 事 福本 雅彦
会報委員長 柏木 壽夫
http://tanabe-rc.com/
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４つのテスト (FOUR WAY TEST)

言行はこれに照らしてから
(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

●司会者
伊賀久記会長

●ソング
王将

●ゲスト
俳優

小西 博之 様

●ビジター
原田武俊君(田辺はまゆうRC）
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☆このほど伊勢神宮へ参拝してきました。･･･････鈴木

☆娘婿と家族が紀伊民報の紙面で紹介されました。嬉

しくもあり恥ずかしくもありです。･･･････････中松

☆ムラオちゃん､ドミニクの活躍の事でデカデカと紀伊

民報に載っていましたね。･･･････････････････････

･････････新井､玉井､植田英､山本､新藤､伊賀､福本雅

☆忘年会で景品当たりました。････････････鈴木､川内

お知らせ

会長報告
・皆様にご報告致します｡三谷方外会員の御母堂様(享

年84歳)が､去る12月1日にご逝去されました。ご本

人からのお申し出により皆様にはご連絡致しません

でした。皆様を代表して私と植田英明副会長でお参

りしてまいりました。

・先週行いました忘年会へ大勢のご参加ありがとうご

ざいました。親睦活動委員会さんご苦労様でした。

・本日､第6回定例理事会を行いました。退会者の件､

新会員の件､上海視察研修決算の件､忘年会決算の件､

会員家族会の件､新年例会の件､年会費後期納入の件､

クラブ事務局年末年始休暇の件､承認されました。

幹事報告
・本日､会員として推薦された1名の方をクラブ細則第

11条第5節により会員の皆様に通知申し上げます。

この推薦に異議のある方は7日以内にその理由を書

面を以て理事会にご通知願います。

・年度初めの計画表通り､年末年始で12月29日1月5日

が休会です。2012年新年例会は､1月12日です。

・近隣クラブの会報が届いていますので回覧します。

mi Kumano 副理事長

チェロ奏者

藤堂 素子 様

新会員卓話

豕瀬 義文 会員

12月29日･1月5日は休会です
「世界エイズデー啓発活動」12月1日

オーシティ前
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今日は少ししゃべりにくいのです。というのはかつ

ての高校の１年、２年の担任の鎌塚先生がここにいらっ

しゃるからです。私は末期がんから復帰して７年にな

ります。この近辺でも小中学校で命の大切さについて

講話をいたしております。また、東京のロータリー、

ライオンズクラブでも何回か講話いたしましたが、今

日のこの会場は今までで一番人数が多く活気に満ち溢

れているようです。

私は今まで５２年生きていた中での体験で「命の大

切さ」と「命の喜び」について少しお話申し上げます。

田辺生まれですが、小中と親の転勤で西宮市で過ご

し、中３の時にまた上秋津へ戻ってきました。昔から

人をまとめる事が好きで、中学から野球や生徒会活動

を通じて田辺商業高校でもこの高校のみんなをまとめ

る事で自分のものにしてやろうと考え、野球部に入り

１年の学級委員長になり３年には生徒会長で校長先生

からも認められる存在になりました。ここまでは自分

の目標は実現しました。卒業後は教師になりたくて大

学で勉強していましたが、６０年に１度のひのえうま

の年に巡り合わさってしまって教員採用試験自体が有

りませんでした。教師になる夢は潰えてしまった様で

した。かといって途方に暮れる訳にもいかず、もとも

と前向きな性格で時間も有り、芸能のアルバイトをし

ていましたので、欽ちゃん（萩本欽一）のオーディショ

ンを受けてみました。５～６,０００人の応募者から

最終の５人に残って芸能人としてデビューすることに

なりました。教師になりたいという夢は実現しません

でしたが、めげずに頑張ったら、夢にも思わぬ芸能人

になってしまいました。

欽ちゃんに芸能生活を通じて学んだことは「全て生

きていればものの考え方はどうにでもなる」というこ

とです。ついていないと思った事でも前向きにそれは

『｢命の大切さ｣と｢命の喜び｣』

俳優

いのちのうたプロジェクト

代表 小 西 博 之 様

いいことなんだと思ってそれを受け入れる。どんなこ

とがあっても人生全て起こった事を受け入れる。それ

を僕は実践してきました。そのためには大切な命をま

もらねばなりません。

現に僕は腎臓末期がんになり医者から余命３ヶ月と

言われましたが、完治して今ここで皆さんにお話しし

ています。がんを受け入れてがんと戦った結果治った

んです。がんは死ぬと思われていますが、５８パーセ

ントは死なないんです。この助かった命の大切さを今

度は生き残った者の使命として特に未成年のがん患者

の子供たちにがんと悲観的にむきあうのではなく前向

きにがんと戦っていこうということの話をして回って

います。

そんな中で前の日に宿題をみてやった子供が翌日に

亡くなってしまう事もありました。とても悲しい事で

す。そんな悲しみとであうと益々「命の大切さ」と

「命の喜び」を訴え続けなければ行けないと思います。

とにかく生きていればこそなのです。我々大人が死な

ないように、まず自殺をなくしたいのです。この田辺、

紀南、蘇りの熊野から和歌山県から自殺者ゼロを目指

す組織の会長に任命されました。和歌山県知事にお願

いして和歌山県「命の大使」にも任命して頂くように

なっています。そして全国から病んだ人に来て頂いて

そして蘇ってまた戻ってもらいたいと思います。

１２月２６日（月）紀南文化会館大ホールにて１８時

半より「命のコンサート」を行います。入場無料です

ぜひ時間のある方はお願いします。

委員会報告

雑誌委員会 阪本哲次委員長

・ロータリーの友12月号の紹介

社会奉仕委員会 大木誠治委員長
・先週の世界ｴｲｽﾞﾃﾞｰ啓発活動及びエイズ撲滅キャン

ペーンに大勢参加頂きましてありがとうございまし

た。

親睦活動委員会 新藤整市委員長
・先週の忘年会へ多数参加頂きましてありがとうござ

いました。3月に予定しています家族会は､本日理事

会を通りましたが､後日詳細をご案内致します。

≪いのちのうた≫作詞 作曲 古家学

愛するあなたの大切な人が
もしこの世から突然 いなくなったとして
あなたは暗闇の底へ突き落されて
心は引き裂かれるほど痛むのでしょう

人は様々な痛み苦しみ悲しみ達を乗り越えた後に
生きていることの奇跡に気付き そしてすべてに感謝
できる

だからこそあなたの その両手で その笑顔で
大切な人を支えてあげてほしい
今しか出来ない事 あなたが今 出来る事から
何かをはじめてみようよ
命 みつめてみよう

ララ ララララ
ララ ララララ

あなたの周りのすべてのものが
支え合って出来ているのと同じ
人は助け合って生きている いつの時代も続いてゆく

だからこそあなたの その両手で その笑顔で
大切な人を支えてあげてほしい
今しか出来ない事 あなたが今 出来る事から
何かをはじめてみようよ
命 みつめてみよう

ララ ララララ

ララ ララララ


