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一昨日の火曜日が東クラブの担当で、GSEのメンバーのお世話をさせて頂きました。お世話頂いた
会員の方には一日大変ご苦労さまでした。又通訳として松田会員の娘さんには一日付き添って頂き本当
に助かりました。有難う御座いました。市長公式訪問、県庁訪問、和歌山城、県立博物館案内とGSE
のメンバーには貴重な体験をして頂き、喜んで頂いたと思います。しかし、前日の月曜日、熊野古道
を歩かれたとの事、少し疲れ気味でした。

それから、18日の日曜日の田辺での地区大会にも沢山の方のご出席を頂き有難う御座いました。私の感想として、
この地区大会は今まで参加させて頂いた中で一番充実し感銘を受けました。大会実行委員会の皆さんに感謝致します。
アトラクションも見ごたえのあるものでしたが、それ以上に記念講演の１部と２部も又素晴らしい内容で大変勉強になり
ました。詳しいことは、後日発表されますが、第２部の東京大学名誉教授の月尾嘉男氏の講演で、ＩＴにおける国際化、
標準化が大事という話で、ガラパゴス諸島における特異な進化に喩え、日本の携帯端末は、ガラパゴス化していると
の話は今の日本の憂うべき現状を表し、将来に対し不安を持ちました。新聞等の記事ですが、携帯電話は、電話、メー
ルだけでなく、カメラ、財布、音楽、テレビと優れたビジネスツールで欧米の数年先を行っているそうですが、世界シェ
アーを見るとノキア（フィンランド）が４０％、サムスン電子（韓国）とモトローラ（米国）がそれぞれ１５％、その後ＬＧ電子（韓
国）が続き、日本のメーカーは９社合計しても数パーセントという状況だそうです。日本の中だけで進化してきたので、
ガラパゴス化と揶揄されています。今、この閉鎖的な進化の最大の原因がSIMカードで日本の各社はこのカードをロッ
クしてユーザーを他社に乗り換えし難いようにしており、これが国際化の弊害となっています。今このSIMロックを解除
する方向に動いており、解除されれば、日本のメーカーの国際展開が加速されることになり、明るい将来が見えて来ます。
最後に話は変わりますが、今日は２２日ですが、毎月２２日は「禁煙の日」になっているそうです。日付の数字の２を

白鳥（スワン＝吸わん）に見立てて、２２でスワンスワン＝吸わん吸わんという語呂合わせです。愛煙家の方は、健康
のため吸い過ぎには注意して頂きたいと思います。

会 長 報 告 谷口　文利 会長
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ 5月13日（木） 卓話 「熊野古道の魅力」 財団法人和歌山健康センター　木下　藤寿さん
和歌山南Ｒ．Ｃ． 5月14日（金） 例会変更
和歌山中Ｒ．Ｃ． 5月14日（金） 例会変更
和歌山北Ｒ．Ｃ． 5月17日（月） クラブフォーラム 「地区協議会要点の発表」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 5月17日（月） クラブフォーラム
和歌山Ｒ．Ｃ． 5月18日（火） 卓話　奨学生　アン・ジョンホーさん
和歌山西Ｒ．Ｃ． 5月19日（水） ミホ・ハワードご夫妻並びにルー・プレトリアスご夫妻をお迎えして
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 5月19日（水） Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
地区大会へご参加頂いた会員の方々には、大変ご苦労様でした。
また、アメリカからのＧＳＥメンバーの受け入れに対応頂いた方々にも、感謝します。昼食は『いも膳』
の予定でしたが、急遽、回転寿しが食べたい！との事で『弥一』に変更しました。そして、その食欲には、
大変びっくりしました。

和歌山城の散策には、松田会員のお嬢様に通訳をお願いしました。卓越した英会話と要領良い対応に、感激しま
した。
５月９日（日）には、ゲートタワーホテルに於いて、次年度の為の地区協議会が開催されます。ご出席をお願いしてい
る会員の皆様には、１１時までに到着して下さい。
次週４月２９日（木）は祝日「昭和の日」に付き、休会です。次次週５月６日（木）は当初（年間行事計画作成時）より休

会としております。よって次の例会は５月１３日（木）です。お間違いの無いよう、お願いします。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

４月２３日（金）　和歌山中Ｒ.Ｃ.　山野　武彦、吉田　篤生 / ４月２７日（火）　和歌山Ｒ.Ｃ.　岩橋　五郎、上中　崇司
４月２８日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一 / ５月９日（日）　地区協議会　上中　崇司、岡野　年秀、笹島　良雄
嶋　忠弘、瀧川　嘉彦、中山　恒夫、野上　泰造、古屋　光英、松田　洪毅、村田　昌之、八幡　建二、吉田　篤生

（敬称略）

前回の例会 ４月22日（木）

●卓話「リタイア、その後」
 元会員　山本　博之さん

●ロータリーソング 村田　昌之 ソング副委員長
「いざ友よ」

●ビジター紹介 山本　進三 親睦委員長
和歌山北Ｒ.Ｃ.　初田　隆生さん　林　寛吉さん

●出席報告 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５１名（内出席規定適用免除会員９名）
４月２２日（本　日） ３０名 ７１．４％
４月　８日（メーキャップ後） ３８名 ９０．５％

本日の例会 5月13日（木）

●卓話「和歌山市の交通事故の特徴」
 和歌山東警察署　交通課長　木村　充次さん

●皆出席表彰
寺下　浩彰さん ２５年皆出席 通算２５年
名手　　功さん ２０年皆出席 通算２０年
玉置　博康さん １年皆出席 通算２２年
谷口　文利さん １年皆出席 通算１４年
野上　泰造さん １年皆出席 通算１１年
吉田　篤生さん １年皆出席 通算 ２年

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
花通り（服部　克久）
コスタリカ・ハイウェイ（服部　克久）

●卓話「趣味うつつ」 漫画家　マエオカテツヤさん

次回の例会 5月20日（木）

林　寛吉 ガバナーノミニー
先週の土、日の地区大会でガバナーノミニーということになりました。
初田現会長を地区代表幹事として、これから頑張ってまいります。
親クラブのお兄様方にはよろしくご協力の程お願い申し上げます。

初田　隆生 和歌山北Ｒ.Ｃ. 会長
当クラブは今年３１周年を迎えましたが、３１年目にしてガバナーを輩出することとなりました。
皆様のお役にたてるよう頑張っていきますので、よろしくお願い申し上げます。

山本　博之さん 卓話のお礼をニコニコに頂きました。
初田　隆生さん　林　寛吉さん（和歌山北Ｒ．Ｃ．）
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
三毛理一朗さん  山本博之先生、よくお越し賜りました。とっても楽

しみにしており大歓迎申し上げます。
  就ましては再度ご入会賜ります様願い奉ります。

一同喜んでお迎えしますが。
中村　靖男さん  山本博之先生、久し振りです。本日の卓話御苦

労様です。
山東　勝彦さん 山本先生、本日は卓話ありがとうございます。
山東　勝彦さん  古希のお祝いいただきありがとうございました。

立派な先輩の仲間入りができます。
 よろしくお願いします。
伊藤　裕通さん 山本博之先生卓話有難うございます。
中江　遵義さん  山本先生久しぶりにお会いできてうれしいです。

卓話ありがとうございます。
島　　公造さん  山本先生ご無沙汰です。いつまでもお元気で嬉

しいです。
松田　洪毅さん  山本先生には本日の卓話快くお引き受け頂き感

謝申し上げます。

岡野　年秀さん  林ガバナーノミニーを迎えて、楽しみにしていま
す。がんばって下さい。

笹島　良雄さん  山本先生ようこそお出で頂きました。感謝致します。
宮本　和佳さん  Ｉ．Ｄ．Ｍ．第３班の皆さん活発な議論ありがとうご

ざいました。また、赤井さん、安くして頂いて申
し訳ありませんでした。

岸裏　廣澄さん  ４月１７日の青年僧の会文化講演会は超満員に
て席が不足し申し訳ございませんでした。

  例年当クラブよりご支援頂きありがとうございま
した。辛坊治郎の肩のこらないお話いかがでし
たか。今後共よろしくお願いします。

谷口　文利さん 山本先生ようこそお出で頂きました。
野上　泰造さん  山本博之先生お久しぶりです。卓話楽しみにし

ています。 林寛吉ガバナーノミニーようこそお
越し下さいました。大役御苦労様です。

瀧川　嘉彦さん  ４月２９日で結婚１０周年です。ありがとうござい
ます。

阪神タイガース応援団一同
  金本さん、早く「カタ」をなおして試合に出て下

さい。

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ７６，６５０円（計１７名　１８件）お誕生日お祝い  ５４２，０００円　皆出席  １２５，０００円　その他  ２，２３８，３４９円）  累計額  ２，９０５，３４９円 
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リタイア、その後 元会員　山本　博之さん

卓　話

皆さん　こんにちは。只今紹介にあずかりました山本 博之と申します。私は既に過去の男でございま
すので、皆様の前に立たせていただくのは如何様なものかと思いますがよろしくお願い申し上げます。
よく、お会いしますと「お元気ですか？」「その後どうなさっていますか？」と聞いていただきます。そん
なこともあって近況報告になればとお受けいたしました。どのような話になりますか、帆掛舟でどこに行

くかわかりませんが、よろしくお願いいたします。
私どものような勤め人が辞めますというと５年以内が一番危ない。死亡率が非常に高いです。現職の時、定年で辞め

られていく方には「こういう風な統計資料があるから５年間はしっかり気をつけて」とご挨拶をしてきましたが、これは
自分も経験のないことでございましたので、うわっぺらな話だったのだと思います。今回初めて経験をいたしました。
今ちょうど定年後、５年を過ぎたところでございます。やっと落ち着いてまいりましたが、３年ぐらいは落ち着いていなかっ
たのだと思います。私は和歌山医科大学で４３年間月給をもらいました。好きなことをして、かなり好きなことを言って
まいりました。これも仕事のうちだということでよく飲んで歩きました。特に組織の枠にとらわれておった気もないのでご
ざいますが、定年後、これから開放され自由になりますと生活のリズムも今までと違った新しいリズムを自分で作らなけ
ればならない。それから組織の中にいるときには、何のために生きておるのか？何のために仕事をしておるのか？と、
何の疑いもなくやっておったわけです。それが、ある日突然なくなってしまうわけです。まずこれをセットアップしなけれ
ばならん。あまり意識はしておりませんが、絶えずこれが頭の中にあるわけです。今までのように決まった時間に起きて、
決まった時間に出て行って、こんな窮屈な生活はやめようと…、ゆとりを持って過ごそうと…、これを長い間楽しみにし
ておったものですから、好きな本も読もう、考えるべきは考え直してみよう、というふうに楽しみはあったのですがどこか
無意識に、これから生きる目標をどうするのか？生きがいをどこに求めるのか？と思います。
この５年を振り返って、３年は不安定だったように思います。その間に随分持病の糖尿病のコントロールも少し狂った

ように思います。そしてやっと５年ほど経ちまして、１年位前ですか、やっと落ち着いてきたなという気がいたします。今
までは飲み放題食べ放題の生活をしてまいりましたので考えなかったのですが、だんだんと体に無理が利かなくなって
まいりますので、口から入るものを管理せざるを得なくなりました。長い間女房と連れ添っておりますが、女房と共同作
業をするといいますか、これも初めてでございますが食事管理をすることになりました。これも窮屈ですね。しかし非常
に体が軽くなりました。仕事の方も、今更責任のある仕事はいやだと、そう思いながらも「いやまだ、これぐらいの仕
事はできるよ」というふうな自負もどこかにあるんですね。体力気力はやっぱり衰えます。試行錯誤いたしましたが今、
週に３～４日働いております。それ以外に何だかんだと入ってまいります。仕事が立て込んでまいりますと不本意ながら
キャンセルいたしまして、休養が必要になってまいります。
私の知っている産婦人科の教授は、定年後どうなさるんですかと聞くと「もう僕は医者を忘れた。医者はしない。」と、

絵を描いている。毎日奥さんとお弁当を作っている。というような生活をなさっています。そこまで勇気はございませんで、
今まで慣れたことで自分なりに満足できるような生きがいを探しているという現状でございます。只今は私立大学の幹
事をしたり、理事をしたり、特別顧問をしたり、民間病院の顧問をしたり…。母校の和歌山県立医科大学は定年にな
りますと早く去らないと後輩の邪魔になりますものですから、大体定年になった人は非常勤講師としても採用しないとい
うのが和歌山医大でございます。もともと私は医学部出身で、新たに保健看護学部を在職中に作りました。それにま
た大学院を上積みしたものですから、その大学院の講義に何ヶ月か引っ張り出され、これは自分でも勉強になります。
今の段階ではちょうどこれくらいのペースでいいかと、社会と繋がりをもちながら健康状態が保てているかなという風

に考えております。
ＷＨＯ憲章は、日本国憲法より一歳若いくらいですが、いまだに生きております。ＷＨＯ憲章のひとつに健康が定義

されております。健康というのはphysical（身体的）にmental（精神的）にsocial（社会的）にwellbeing（福祉状態）に
あることを健康という。wellというのは単純なようで奥の深い言葉のように思います。wellというのは自分にとってうまく

いっている、あるいは望みどおりになっている、あるいは自分が満足している、と、健康だという以外にそういう主観的
なものも含まれております。
physicalにwellbeingはわかりやすいです。悪いところがあれば直せばいいわけです。mentalはわかりにくいです。
最近は非常に難しいものがあります。mentalにwellbeingな状態というのは難しいです。社会的にwellbeingな状態も
難しいですね。政治家は政治家として社会的に人々のwellbeingな状態のために何をすべきかということをお考えでしょ
うし、行政は行政としてお考えでしょう。分野によって違う。非常に社会的にwellbeingな状態というのは難しうございま
す。会員の皆様は自分の仕事を楽しみながら、自分の仕事に生きがいを感じながら、そして社会と程よくつながりを持っ
て、wellbeingな方がほとんどでございます。しかしそうでない方も非常にたくさんいらっしゃるわけであります。リタイヤ
後、これをどういう風に充実させていくかが非常に難しい。多分これを５年ほど模索するのに時間がかかるのだろうと思
います。この５年の間、調子が狂いやすいのだと思います。私も３年～３年半、そのときは意識していませんが、かなり
不安定であったなという気がいたします。
ＷＨＯ憲章の定義についてプロの方に聞いてみますと、学会でも「socialにwellbeingの状態とはどういうことか」と、
今まだ論議の真っ只中だそうでございます。
そうすると非常に感心しておりますのが、ナイチンゲールでございます。ＷＨＯ憲章ができる更に前の人でございます。
ナイチンゲールは１８２０年から１９１０年、今から１００年も前、当時としては長命でしょうか、晩年の１９００年前後に健康
というものを定義しております。よくできた定義だと思います。年寄りだからこういうことを考えるのかもしれませんが私
なりに訳すと、「wellであるだけじゃあない、我々の持っておるパワーをほどほどに使うことができる。」と書いています。
私であれば、私のパワーは年とともに減ってまいります。しかし毎年減っていくパワーにしてもほどほどに使うことができ
るような状態にある、ということが健康には欠かせない。やっぱりこのナイチンゲールは偉大だなぁと思っております。
今になって、人々が健康で幸せであること、健康とは何であろうか？幸せとは何であろうか？ということをつくづくと

考えさせられております。そして同時に健康には働くこと、社会とつながりを持つこと、これが欠かせない。やっぱり人
間は生きている間、寿命がくるまで働いて、これが大切なのではないかとつくづくそのように思っております。

４月２０日（火）メンバーの和歌山市内案内の担当を
当クラブが受けました。
・　和歌山市長表敬訪問
・　和歌山県庁訪問（防災設備等）
・　昼食　回転寿し　弥一
・　和歌山城、市立博物館

以上の見学案内を行い、理解して頂きました。
食べ物で「しゃぶしゃぶ」「刺身」「お寿し」等日
本食大好きと好評でしたが、全体的には長旅でやや
お疲れの様でした。

世話人の会員
谷口、野上、田原、八幡、吉田、笹島

米国（７１５０地区）Ｇ.Ｓ.Ｅ.メンバー来和案内
Ｒ．Ｉ．ＧＲＯＵＰ・ＳＴＵＤＹ・ＥＸＣＨＡＮＧＥ

大橋和歌山市長と記念撮影

メンバーは、回転寿しが特にお気に入り、
全員かなりの皿数を消化していました。

保険会社

図書館勤務

弁護士（団長）

編集長

靴メーカー


