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●卓話「夢のまた夢」
 当クラブ会員　岡本　哲爾さん

●「会話で学ぶ人間学」－私と向き合って語ってくれた人々－
 総合コンサルタント　渡辺　勲さん
●ロータリーソング 野上　泰造さん
「和歌山東ロータリークラブの歌」
●出席報告� 田原　久一 出席副委員長
会員数５６名（内出席規定適用免除会員９名）
９月１８日（本　日） ３８名 ８０．９％
９月 ４ 日（メーキャップ後） ４６名 ９７．９％

前回の例会� 9月18日（木）

次回の例会� 10月2日（木）

本日の例会� 9月22日（月）�Ｐ．Ｍ６：３０〜�於��和歌山東急イン�

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． ９月２５日（木） 休会
和歌山南Ｒ．Ｃ． ９月２６日（金） 卓話 「帰国報告」２００７－２００８年度長期青少年交換学生　木村彩乃さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． ９月２６日（金） 国際交流パーティ
和歌山北Ｒ．Ｃ． ９月２９日（月） 卓話 「暮らしの中の花」 ミルフルール主宰　長井麻珠美さん
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ９月２９日（月） 「新世代のための月間」 留学生を受け入れた経験談　田原会員、松田会員
和歌山Ｒ．Ｃ． ９月３０日（火） 卓話 「元気はつらつ音楽療法」 和歌山音楽療法研究会理事長　多田　佳代子さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． １０月１日（水） クラブフォーラム 「Ｉ．Ｍ．について」
和歌山東南Ｒ．Ｃ． １０月１日（水） 卓話 「東南育英会奨学生について」 和歌山県立向陽高校奨学金担当　三崎　貴美さん

●勝野　露観ガバナー公式訪問
●和歌山北ロータリークラブとの合同例会
●ピアノ演奏� 辻本　美恵子さん
世界に一つだけの花（槇原　敬之）
ダニーボーイ（イギリス民謡）

2008年 9月 22日（月）  週報 / VOL.50 No.12（通巻2375）

八幡　建二 会長

　皆さん　こんにちは。今日は少し私自身の日記についてお話したいと思います。小学校、中学校のときは先
生によく日記を書けといわれ、書きましたが、一週間ほどで止めてしまった記憶は皆さんもお有りだと思います。
　２００１年のお正月から、またふと日記を書き始めましてもう８年になります。なぜ続いているかというと、これ
は難しい日記ではなく１０年日記というもので、今日は９月１８日ですが一ページが１０年分の９月１８日となって
いて一日分の書くスペースは極僅かになっています。記録的なことを書くだけなのですが何が良いかというと、

過去の今日９月１８日に一体何をしていたかということが一目瞭然でわかります。特にロータリーの行事などは興味がありまして、
２００５年の９月１８日は日曜日で「アレグリアの鑑賞」に行ったと書いてありました。アルバムを捲る様に自分の過去がわかります。
知人の誕生日なども書く欄があって、忘れることがありません。人生というのは面白いなと思いますのが、日本には四季がある
ので春には毎年花見に行ったり、夏には孫を連れて海水浴に行ったり、毎年毎年同じパターンで同じことをやってるなと感じま
す。小学校のころからこの１０年日記をつけていれば本当にいい思い出になったなと今更思います。既に日記をつけていらっしゃ
る方もあると思いますが、是非皆さん、来年一月からでも挑戦していただけたらと思います。

会 長 報 告

前田　成蔵 幹事

　・１０月２６日、２７日　和歌山県民文化会館　第２回国際シンポジウムのご案内
　・和歌山市民の森作り　参加者募集のご案内 ............................................................回覧
　・こばと学園　バザー参加のお礼状 ............................................................................回覧
　・こばと学園だより ........................................................................................................回覧
　・松本空港ロータリークラブ　会報 ..............................................................................回覧

　来週２２日、月曜日は東急インにてガバナー公式訪問でございます。是非皆様ご参加いただき、ガバナーのお話をお聞きい
ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告

西本　亨  委員長

　皆さん  こんにちは。いよいよ５０周年記念日も近づいてまいります。今日はお手元に５０周年記念実行委員会
のメンバー構成をお配りさせていただきました。既に事業に取り組んで活躍していただいている委員会もござい
ます。華々しく５０周年を迎えたいと思います。できるだけ質素で中身の濃い記念式典、或いは事業にしていき
たいと考えております。どうぞ皆様方の暖かいご協力をお願い申し上げます。

５０周年記念事業実行委員会報告

委 員 会 報 告

卓　  話

こんにちは、呼んで頂き有難うございます。
唯今講師先生と紹介をして頂きましたが、恥ずかしい限りでございます。
中国へ行きますと誰でも先生ですし、韓国クラブでは客は皆先生か社長はんや、今笑った人はよう行っとる人と違うかいな。
冗談はさておいてブランド商品の中へ無印が紛れ込んだ様な按排でお恥ずかしい次第でありますが、少々時間を頂戴いた

します。
さて、昨今の政治や経済の動きを見ていると我が国は二流、三流に成り下がった様に思えてなりません。ここ十数年前には

ＧＮＰ世界第二位と自慢しておりましたが、今や世界第十八位に転落をしてしまいました。総理大臣という日本のトップリーダーが次々と野党に少
し追い詰められると政権を簡単に投げ出してしまう何とよわよわしいことか。

総合コンサルタント　渡辺　勲さん「会話で学ぶ人間学」�－�私と向き合って語ってくれた人々－

川を世界とすれば、めだかの学校は一つの社会だ。誰が生徒先生か判りまへん。
松下幸之助さんの著書に「私の人生の中で出会った多くの人々は皆自分より上だと思ってお付き合いをさせて頂いて何の損も有りませんでし
た。」と語っている。
現在社会の大きな問題として人の輪に入れない人が何故こんなに増えてきたのだろうか、ゲームや携帯電話とばかり向き合っている。友達は

インターネットの中にしか居ない。人と満足に会話が出来ない、人と向き合わないから、人の心も痛みも判らない。人を殺しても平然としている。
そんな人類が益々増えている。不幸な社会現象です。何とかせねばならないと思いませんか？
現在の社会現象を今から三十年も前に憂いていた、作詞家の阿久悠さんは「人の心を思い続ける時代遅れの男に成りたい」と綴っています。
星野哲郎さんの「見えぬ心を照らしておくれ」との詩の一節に触れ、歌の世界の哲学的域に到達していたと言われています。少しでも相手の心を
知り、相手の立場に立って物事を考える余裕を持てれば、自分も楽しくなれることが多いと思います。
拙い私の体験の一端でありますが、これからも会話の中で「人間学」を学びながら「自分と闘い」明日を作って行きたいと考えています。有難う

御座いました。

に にこ こ 箱 ありがとうございました
渡辺　　勲さん 卓話のお礼をニコニコに頂きました。
内畑　瑛造さん 渡辺先生の卓話たのしみにしています。
村田　昌之さん 渡辺勲先生本日はよろしくお願いします。
谷口　文利さん 渡辺先生本日はよろしくお願いします。
中山　恒夫さん  いつもいろいろ何かとご指導を頂いております渡辺

勲先生をお迎えして。
山野　武彦さん  紀州の細川隆元と言われるナベプロの渡辺イサオさ

ん何時もの弁舌で東ロータリーの皆さんを魅了して
下さい。卓話楽しみにしています。

吉田　篤生さん  家内の誕生日にキレイなお花ありがとうございました。
阪神タイガース応援団一同
 巨人さんは強いです。
八幡　建二さん 渡辺先生お忙しいなかありがとうございます。
前田　成蔵さん  楽しい例会にご協力を！次回夜間例会には多数の御

出席をお願いします。
樫畑　友洋さん お誕生日の皆さまおめでとうございます。

〔お誕生日お祝い〕
内畑　瑛造さん  アッという間の７７才。誕生日はロータリーのみ、未

だ未だ青春です。どうぞよろしく。

西本　　亨さん  ７２才となりました。人生必ず死を迎えることになりま
す。 だから１日１日を大事に大切に意義ありたいと
思っています。

加藤　裕司さん  ここまで健康でこられたことに感謝いたします。本日
はありがとうございます。

森川　宏昭さん 今月で４９才になりました。ありがとうございます。
田原　久一さん
土方　浩市さん

 本日の累計  １０２，１５０円（計１５名）（お誕生日お祝い  ２１８，０００円　皆出席  ２０，０００円　その他  ７７２，６９２円）  累計額  １，０１０，６９２円 

おめでとうございます！
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もう国家、国民の為に生命をかける情熱のある政治家はおらんのかねえ、二十五年前のＮＨＫドラマで「おしん」という山形県の一寒村の女性の
「我慢強さ」「自分に耐える」尊い姿を描いた名作がありました。皆さんの心にも残っていることと思います。この映画が現在、中国、イランをはじ
めとして世界六十三カ国で放映され、ロングランと聞きました。この映画を観て感動した外国の方々は今の日本をどう観ているでしょうか。日本民
族も変わったのかなあ…総理大臣でもすぐ「きれる」のか、そんな声が聞こえてきそうです。今時の人間像を観察するとすぐ「きれる」という類がな
んと多いことか、そしてそんな類の中に凶悪な犯罪を犯すものがいる。人間社会に大切なものが喪われつつあるとおもいませんか、心が喪われ
つつあるのではないだろうか？
現在の若者の中に「デジタル人間」「マニュアル人間」が増え続けていると危惧する声が高まっています。「デジタル」「マニュアル」「アナログ」と

いう言葉の原意はラテン語に有ります。
「デジタル」は指と訳し分離独立した数字の量を別々に読むことであり、その対語として使われている「アナログ」は各「数」の連続的な量の読み
方、と解釈されています。「マニュアル」は手順という意味です。アナログ文化には人類数千年の歴史があり、デジタル文化はここ十数年のものと
思います。このデジタル文化の底に狭く深い細分化した学問があると思います。そこから最先端の科学技術が派生しています。先端的な電子機
器や携帯電話、ゲームソフト等々、これ等は日常生活に利便性をもたらしたことは確かだが、反面それ等の分野だけにしか興味の持たない片
寄った人間を増やして居ることが大きな問題です。子供と対話の出来ない親や妻と語れない夫、生徒に向き合えない教師、マニュアル通りしか
仕事が出来ない人間、これ等の類を僕はマニュアル人間、デジタル人間と呼んでいます。
人生にマニュアルはないと思います。
私に人生を語る資格は有りませんが、人生という長い旅路には何が起こるか判りません。羅針盤のない航海と考えて間違いないと思います。デ

ジタル人間、マニュアル人間は社会に通用致しません。
人間関係をうまくやって行く為には応用や柔軟な対応能力が求められると思います。
当クラブのメンバーの一員である駒井先生には長いお付き合いを頂き、公私共にご指導を頂いて参りましたが、現役時代よく言われていたこと

は「自分の教室には脳外科」のことだけしか知らない、他の事柄に興味を持たない人間が増えていると心配をされていました。駒井先生が大学
を退職されたのち和歌山放送を通じて歴史や文学、果ては音楽の分野まで造詣の深いお話をされているのは、先生自らが専門分野以外のことを
勉強されて教え子の皆様に「限られた分野の知識だけではバランスの取れない人格が出来てしまう、心の領域を広める努力が必要だよ」と電波
を通じて語りかけている様に思えてなりません。今日は久しぶりに先生にお目に掛かれると思っていましたが、ご都合により欠席されると先程お聞
き致しました。皆様の前で駒井先生に感謝と御礼を申し上げたかったのですが、誠に残念でございます。
人は人から刺激を受けて人間に育っていくものと思っています。
人の尽で一生を終わるとしたら、動物学でいう人か犬か猫かの分類にしか他なりません。人の話を聞いたり、聞かせたり、会話の中で人の心

が判る人間に育って行けるのではないでしょうか？
学問や科学技術が細分化された今日、人間の心まで細分化されてしまったら大変だ。事によっては専門技術や知識を結集しなければやれない

仕事も多々ある。その場合は当然チームとして対応しなければならないが、最終決断を下せるリーダーとチーム全体のコミュニケーションが無け
ればならんと思います。
政治の世界でもチーム安倍等と言って頭の良さそうに見えるあまり人生の修羅場を経験していない「ぼんぼん」達を、自分の廻りに集めて悦に

入っていた様に私の目に残っています。
世間では官僚や役人は皆悪いと見られていますが、人間性豊かな立派な方も沢山居ますよ。
過去三十年間親しく家族ぐるみのお付き合いをしているトップ官僚の親友が居ますが、安倍政権発足直後、久しぶりに東京で二人の会話を楽

しみました。私は安部政権は若者の仲良しクラブに見えるがと言いましたら、友人は少年官邸団と言いました。その話が何処で洩れたのか週刊
誌の記事に成っていました。その後の安部政権の末路は皆さんご周知の通りであります。
話が回り道をしてなかなか本題に入らないのが私の悪い曲です。
今月四日は満六十八歳の私の誕生日です。漸く人生の半ばを迎えました。残り半分を有意義に生き度いと考えていますが、タイムマシンを

少々巻き戻してみます。
昭和三十一年四月、丁稚奉公の雰囲気の残されている町工場の見習い工として、当時金の卵と言われる十五歳の春に就職を致しました。戦

前に操業した従業員三十名程度の捺染彫刻機械と工作機械のメーカーです。十二歳の時から色々なアルバイトをやり、人馴れをしていた僕は面
接の場で会社の人の質問にはきはきと答えました。他の二人は「モジモジ」していました。創業者の六十歳を越えた隠居さんが、うちの日当は一
日百二十円と決まっているが、それで良いかと聞かれました。他の二人は黙っていましたが、私は格好良く「僕はお金より仕事が習いたいのです」
と答えました。
その一言が気に入られ一年後には他の二人と比べ日当が倍に成っていました。それを知った二人は辞めて行きました。期待に応え度いと頑張
れば頑張る程可愛がってくれて、いつしか昼飯の弁当を事務所へ持ち込んで隠居の話を聞きながら喰う事になっていました。明治生まれの隠居
さんは自分の生きてきた道を色々と語ってくれました。喰うことが大変な時代、生きる為の自分との葛藤の体験を毎日のように聞かされました。時
恰も、我が国は空襲、敗戦、占領の時代を経て昭和二十七年四月二十八日、講和条約発効と共に終戦後六年間の占領時代にピリオドを打ち、
西側陣営の一員として国際社会への復帰を果たし、自由競争経済のもとに廃墟と欠乏から抜け出そうとしている時期であったと思います。
昭和三十年代に入り政局は、長い間五十五年体制と言われた。保守合同、社会党の左右統一による二大政党時代が始まりました。目に見え

る復興のシンボルは昭和三十三年の東京タワーの建設です。
和歌山市では当時の市長高垣善一さんが和歌山城の再建を果たしています。昭和三十五年には池田内閣が所得倍増計画をぶち上げました。
三十六年には住金和歌山製鉄所の一号高炉に火が入りました。町に流れる流行歌は二十年代の「星の流れに」や「岸壁の母」という悲しみの歌か
ら焦土と化した日本を緑に替えていこうと希望の歌へ。“古い上着よ、さようなら”と「青い山脈」の歌が聞こえてきました。昭和三十九年の東海道新
幹線の開通、名神高速道路の完成、東京オリンピックの開催へと続き、高度経済成長時代を迎える初頭の昭和三十一年が私の社会への第一歩
であったと回顧しています。そして、坂本九の「上を向いて歩こう」を口ずさみながら四十年代に向かったのでした。
昭和三十四年、十八歳に成ったある日、中学の同級生であった久保が僕の職場に来て「金を貸してくれ。今ヤクザをやっている！」僕はヤクザ

に金は貸せないと断ると久保はいきなりジャックナイフで僕の右足を刺しました。久保は「警察に言ってみろ。殺してやる」と捨て口上を残して帰り
ます。「僕の同級生だ。警察へは届けないで欲しい」と言い残して近くの医者のところへ駆けつけたのです。
その一件を聞いた隠居が、（僕はお礼参りが恐ろしくて警察に届けないで欲しいと職場の同僚に伝えて医者に走ったのだが）渡辺という男は何

と「情」のある男かと勘違いの評価をして頂き、二十二歳の時に外交に抜擢されたのでした。無学の僕が工場から外の世界を歩くことに成りこれ
は大変だ。
メーカーのセールスマンとして外へ出る前に隠居と社長から予備知識について指導を数日間受けることに成りました。隠居さんは「わしは学校
へ行きたかったけれど、時代と家庭の事情で上の学校へは行けなかった。子供も長男は戦死した、次男樟雄がこの工場を継いだ、樟雄も独学
で精密機械の図面が描ける様になった。「聞き学」で学んだ。知識はバラバラにした積木みたいなものでどの様に組み立てるかは知恵や、しかし
ある程度の知識が無かったら材料なしでものを作れというのと一緒や、経験を積んだ人の体験、苦労をした人の話を謙虚にきくんやで、と気合い
を入れてもらい一本のネクタイと一冊の本を貰って工場から外の世界へ出たのが昭和三十七年でした。
一人ぼっちの旅の様で無我夢中の毎日です。失敗と恥の繰り返しです。
何を目標に、誰にぶつかればよいのか迷いの日々であったが、大阪の立売堀に福井県の三方村から戦前奉公に来て、兵役の後、沖縄での

三年間の捕虜生活を終えて、昭和二十六年に「山善機械」という元気な会社を立ち上げた山本孟雄という社長が居る、そこへ飛び込んで行くこと
に決めました。
この会社の創業者である山本孟雄社長さんは後に作家花登筺さんの書いたドラマ「どてらい男」のモデルになった人物だったのでした。もう一
人は地元和歌山で同じ時代にノーリツ鋼機を立ち上げた西本貫一さんです。私はこの二人にぶつかろうと考えたのです。時間が有りませんので
西本さんとの関わりは次の機会に話をさせて頂くとして、山本孟雄さん、ドラマでは山下猛造こと「猛やん」との出会いについて少々お話をさせて
頂きます。
ここに一枚の写真があります。四十五年前に香港のビクトリア港を背景にして私が二十三歳、猛やん四十歳の時にご夫妻と一緒に写してもらっ
た思いでの写真です。猛やんが信頼する取引先の外交の中から十人を選び海外へ市場開拓に行くとの事でありました。実のところ孟やんが勝手
に選んでくれた訳ではありません。昭和三十七年に初めて外交に出る日、社長の樟雄さんがくれた一冊の本は「自分を売り込む方法」とのタイト
ルで著者はアメリカのエルマホイラーという人物でありました。著書の結論は「商品を売りたければ、売る人間の信用が先だ」という内容であっ
た。理解は出来ても器は出来ていない、さて、どうしようか、仲良しに成っていた山善の人に、社長に近づきたいがどのようにすればよいか、懐
へ飛び込ませてもらえる条件は何かと山善の幹部社員に聞きました。「社長は人情に厚い人であるが、厳しい人でもある。商売人だから先ず「実
績」ですよ。丁度東南アジアから引き合いが来ている、この取引が成功すれば、あんさんが注目されると思う」僕はある決心を致しました。必ず成
功させて見せると、毎日山善の担当者に食い下がり六ヶ月位の時を経て契約が成立したので、社長の目に留まったのだと思います。
それが機会と成って貿易に関する知識が全く無に等しかった僕も戦地訓練ともいいましょうか、貿易用語の修得や英文タイプの操作を必要に迫

られて半年ぐらいの間に身に付けることが出来ました。
実績をもとにして自分の売り込みに成功した私は勇躍海外へ。台湾・香港・タイ・インドネシア・ベトナム・東南アジア各国へ猛やん夫妻に同行す

る機会を得たのでありました。
猛やんは型破りの人物で話を聞かせてもらっていると、喋る猛やんの眼も聞く僕らの眼も爛 と々輝いて、寝ることを忘れてしまう程であったのです。
猛やん十一歳の時尋常高等小学校時代の話（昭和九年）で同級生の「春代」という女の子を好きになって勉強が手につかなくなった。又の間が

興奮する。頭はボーとする。担任の堤訓導の家へ春代さんと結婚したいので、仲人をして欲しいと頼みに行ったら堤訓導はいきなり自分が裸に
なって、お前も裸になれと言って風呂場へ連れて行かれた。お前の又の間の胡瓜とわしの胡瓜とどっちが大きい、「訓導の方が大きいです」嫁を
貰うという事は、嫁に胡瓜もみをさせることや、お前の胡瓜では胡瓜もみはでけん、お前の胡瓜がわし位に大きくなったら喜んで仲人をしてやる、
猛よ、それまで待つんや判ったか。わしは納得して自分の胡瓜が大きくなるまで待つことにしたんや。
英語を喋る猛やん、社長何処で勉強されたんですか、猛やんいわく、戦前の自分の奉公先に女学校へ通っている大将の姪がいたのや、弥生

さんという別嬪さんでなあ、その弥生さんが風呂へ入る時わしが必ず釜焚きをして風呂の中から窓ガラスにＡＢＣと指で書いてもろうて覚えたん
や、沖縄で三年間捕虜になっていたから米兵と付き合いがあったので少しプラスに成っている。山善さんの幹部社員に聞くところによると、社長
は何食わぬ顔をして平然としているが実は勉強熱心な人ですよ！
香港で当時一人前一万円もする中華料理をご馳走になりました。中華料理とは、餃子かラーメンしか知らない私にとってびっくりする他有りませ

ん。社長有難う御座います。僕はこんな料理は初めてです。猛やんは料理もピンからキリまで知っておくことは人間にとって大切なことやなあ、食
は人も時代も変えるなあ…わしが軍隊にいる時、三日も四日も食う物に有り付けずに居ると、握り飯一個喰わせてくれたら、その後は死んでもええ
と思った。だが、にぎり飯に有り付くとこんなに美味いのか、生き延びたらもっと美味いものが喰えると考えが変わる。
明治維新はドイツの法律とアメリカの商業とフランスの料理、この三つを学んで近代国家への扉を開いた。人間の目も三ついる。足元を見る
目、先を見通す目、他人の目や。
僕は山本社長の博学に驚きました。山本社長の姿に直接触れる機会を得た僕は無性に勉強がしたくなり、帰国後早速、桐蔭高校の通信学部
へ行き入学の手続きをとって高校の教科書を手に入れました。その後知り合いの高校一年生と二年生の二人を引き込んで休日は出来るだけ勉強
することにしました。
知識のない人間にとって勉強する機会を得たことが楽しみになり、僕より若い二人の勉強友達も、僕は金儲けをしているから食事位は奢ること

が出来たので喜んで家庭教師役をしてくれました。
僕の仕事が忙しくスクーリングに参加が出来なかったが、若い二人のお陰で高校三年程度の知識をマスターすることが出来たと思います。余

談でありますが、その後私に学問を教えてくれた二人の高校生は揃って大学の教授に成っています。現在は東京と兵庫に在住しています。
以来私は本の乱読が始まりました。読み終わった本を差し上げていた高校生の中に父が事業に失敗し、生活に困っていた子が居りました。そ

の一人の高校生も頑張って現在小学校の校長先生として活躍されていることも嬉しい限りであります。
本日こうして和歌山の名士お揃いの処でお喋りをさせて頂けるのも、私の人生の中で出会った色々の方々が向き合って語ってくれたり、遊んで

くれた人達がいたからです。胸を叩いてもらい心を揺さぶって戴き、勇気をくれた方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
昨夜も妻に明日は東ロータリーで卓話をさせてもらうことに成っているが、メンバーさんの名前を見ると色んな事を教えてくれた方や長年お世話

になっている方ばかりで、ちょっと気が引けると話したら、人は自分の知らんところで助けられたりして生きている。小泉元総理大臣も島倉千代子
さんの「人生色々、会社も色々、と答弁して野党の追及を笑いで済ませた。島倉千代子に助けられたんや、プロボクサーの内藤大介は亀田大毅
にぼろくそに言って貰ったお陰でテレビの人気者に成っている。歌の下手糞な美川憲一の人気はコロッケが物真似をしてくれてるからや、感謝と
お礼を忘れんようにと…　　この夫にこの嫁はん有りや。金の草鞋で探した嫁はんでございます。
「めだかの学校」という童謡があります。めだかの学校は川の中、誰が生徒か先生か、皆でお遊戯しています。嫁はんも僕には身近な先生や。


