
 
 
 
 
 
 
 

第 1820 回例会  

平成 27 年 2月 23 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

会員卓話 
「創立 40 周年記念事業について」 

実行委員長 宇恵 弘純 君 
 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング       「手に手つないで」 

３．出席報告 

会員総数 48名    出席者数 21 名 

  出席率 43.75 ％   前回修正出席率  64.58 ％ 

 

４．会長スピーチ       副会長 谷脇 良樹 君 

 みなさん今日は。本日は山

東会長が深谷さんのお母様

のご葬儀に列席しておりま

すので、私が代わってスピー

チをさせてもらいます。 

この機会に先日の地区社

会奉仕委員長会議のことを

少し述べさせて頂きたいと

思います。グループセッションを行った際に、おも

しろいなと思ったクラブの話を二つ紹介します。 

まず、御坊ＲＣの和田勇委員会のことです。和田

氏は S39 年の東京オリンピックを東京に引き寄せ

た恩人でアメリカ村出身の方で、その功績を称え、

御坊クラブは社会奉仕、青少年奉仕に培っているこ

とです。次に岸和田ＲＣの基金の話です。岸和田Ｒ

Ｃはまもなく 60 周年のクラブです。クラブの財産

基金は 50 周年の時に 5,000 万円あったという話で

す。各々に色々なクラブがあります。ぜひみなさん

他のクラブのことを知って下さい。 

本日は、山東会長の代理を務めさせて頂きまして

ありがとうございます。この後、会員卓話として宇

恵さんのお話です。ご清聴よろしくお願いします。 

 

 

 

５．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○３月ロータリーレート １＄＝１１８円 
○地区研修・協議会開催のお知らせ 
 3 月 21 日（土・祝） 

9:30～12:00  次年度クラブ広報委員会部門 
  13:30～16:00   次年度クラブ研修委員会部門  

場所：県民交流プラザ・和歌山ビング愛 
 3 月 29 日（日） 
  9:30～12:00 次年度クラブ管理運営委員会部門 

 13:30～17:00  次年度クラブ奉仕プロジェクト委 
員会部門  

   場所：県民交流プラザ・和歌山ビング愛 
 

６．会員卓話 

 「創立 40 周年記念事業について」 
実行委員長 宇恵 弘純 君 

 みなさん、こんにちは。40
周年記念事業について、お話し

いたします。記念ゴルフ、記念

式典も無事に終え、次に記念事

業の計画ですが、以前、ＩＤＭ

でも協議いただき、いろいろと

ご意見をいただいたところで

す。また、記念事業部長の桑添

君とも相談しているところですが、私なりに感じてい

るところもあり、この機会にみなさんにご提案をさせ

ていただきたいと思います。 
 最近、ニュース等でも青少年の犯罪が多くなってい

ますが、私は、今日、みなさんに知ってもらいたい本

を持ってきました。「心に響く小さな ５つの物語」と

言う本です。この本は、私が以前から購読している月

刊誌「致知」の「小さな人生論」シリーズから、反響

の大きい 5 編を厳選したものです。「致知」は、めま

ぐるしく変化する現在社会の中で、いかに時代が変化

しようとも、絶対に変わらない人間の生き方の原理原

則を取り上げた雑誌です。この５つの物語では、ある

少年と小学校担任教師との感動エピソードが話題と

なった「縁を生かす」や、イチローの原点ともいえる

小学生時代の作文が紹介された「夢を実現する」など、

いずれも少年少女が主役となっている感動の実話が

書かれています。物語に感動した俳優の片岡鶴太郎氏

による美しい挿絵が添えられ、特に子どもたちが「人
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生論」に親しむのにお勧

めです。私も読んでみて、

本当に感動いたしました。 
私は紀美野町で生まれ、

現在も暮らしていますが、

同じ地区に住む元英語の

先生と久しぶりに話をし

たとき、先生は「宇恵さ

ん、これまで、ご活躍さ

れていますが、これから

は“お返し”も大事です

ね」と話されました。こ

のことが、きっかけで、私は、この本を私が育った

紀美野町の小学校４校 293 名、中学校 3 校 218 名

とその先生方に本を寄贈しました。町長、教育長を

はじめ、多くの生徒や保護者、関係者の方に喜んで

いただきました。その後、この事が海南市の教育長

の耳にも入り、海南市の学校にもこの本を読ませた

いとの話がありました。私は、40 周年の記念事業

として、この本を海南市の学校に寄贈してみてはと

思いました。 
 この本の内容は、第一話 夢を実現する 第二話 

喜怒哀楽の人間学  第三話 人の心に光を灯す 第
四話 人生のテーマ  第五話 縁を生かす で、全部、

読んでも 15 分程度で読めますので、これから朗読

します。その上でご検討いただければと思います。 
 
第五話「縁を生かす」（抜粋） 

その先生が五年生の担任になった時、一人、服装が

不潔でだらしなく、どうしても好きになれない少年が

いた。 
中間記録に先生は少年の悪いところばかりを記入

するようになっていた。ある時、少年の一年生からの

記録が目に留まった。「朗らかで、友達が好きで、人

にも親切。勉強もよくでき、将来が楽しみ」とある。

間違いだ。他の子の記録に違いない。先生はそう思っ

た。二年生になると「母親が病気で世話をしなければ

ならず、時々遅刻する」と書かれていた。三年生では 
「母親の病気が悪くなり、疲れていて、教室で居眠り

する」三年生の後半の記録には「母親が死亡。希望を

失い、悲しんでいる」とあり、四年生になると「父は

生きる意欲を失い、アルコール依存症となり、子供に

暴力をふるう」 
先生の胸に激しい痛みが走った。だめと決めつけて

いた子が突然、深い悲しみを生き抜いている生身の人

間として自分の前に立ち現われてきたのだ。先生にと

って目を開かれた瞬間であった。放課後、先生は少年

に声をかけた。「先生は夕方まで教室で仕事をするか

ら、あなたも勉強していかない？わからないところは

教えてあげるから」少年は初めて笑顔を見せた。 
それから毎日、少年は教室の自分の机で予習復習を

熱心に続けた。授業で少年が初めて手をあげた時、先

生に大きな喜びがわき起こった。少年は自信を持ち始

めていた。 

クリスマスの午後だった。少年が小さな包みを先生

の胸に押しつけてきた。あとで開けてみると、香水の

瓶だった。亡くなったお母さんが使っていたものに違

いない。先生はその一滴をつけ、夕暮れに少年の家を

訪ねた。雑然とした部屋で独り本を読んでいた少年は、

気がつくと飛んできて、先生の胸に顔を埋めて叫んだ。 
「ああ、お母さんの匂い！きょうはすてきなクリスマ

スだ」六年生では先生は少年の担任ではなくなった。

卒業の時、先生に少年から一枚のカードが届いた。「先

生は僕のお母さんのようです。そして、いままで出会

った中で一番すばらしい先生でした」 
 それから六年。またカードが届いた。「明日は高校

の卒業式です。僕は五年生で先生に担当してもらって、

とても幸せでした。おかげで奨学金をもらって医学部

に進学することができます」 
十年を経て、またカードがきた。そこには先生と出

会えたことへの感謝と父親に叩かれた体験があるか

ら患者の痛みがわかる医者になれると記され、こう締

めくくられていた。「僕はよく五年生の時の先生を思

い出します。あのままだめになってしまう僕を救って

くださった先生を、神様のように感じます。大人にな

り、医者になった僕にとって最高の先生は、五年生の

時に担任してくださった先生です」 
そして一年。届いたカードは結婚式の招待状だった。

「母の席に座ってください」と一行、書き添えられて

いた。 
『到知』連載にご登場の鈴木秀子先生に教わった話で

ある。たった一年間の担任の先生との縁。その縁に少

年は無限の光を見出し、それを拠り所として、それか

らの人生を生きた。ここにこの少年のすばらしさがあ

る。人は誰でも無数の縁の中に生きている。無数の縁

に育まれ、人はその人生を開花させていく。大事なの

は、与えられた縁をどう生かすかである。 
 
７．閉会点鐘 
 
 
 
山東 剛一 君  昨日、ロータリーリーダーシップ

研修セミナーに中西幹事と行って           

来ました。 
中西 秀文 君  昨日、ＲＬＩ（ロータリー・リー

ダーシップ研究会）に山東会長と

行って来ました。良い刺激を受け

て帰って来ました。 
宇恵 弘純 君  ４０周年記念事業について卓話さ

せて頂きます。  
 山田 裕之 君  宇恵さんから、頂いた資料を参考

にさせて頂きます。 
 
 次回例会 
  第 1821 回例会 平成 27 年 3 月 2 日(月) 
    18：30～ 海南商工会議所４階 

夜間例会 お誕生日、結婚記念日のお祝い 
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