
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
［第 3グループ内の例会日］  狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月) 
 

第 932回(1月 29日)例会の記録  
 

点 鐘     若松泰誼会長  
合 唱     手に手つないで 
第２副ＳＡＡ  高田君、田中君 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
30名 23名 75.86％ 82.14％ 

 

パスト会長の時間   
               沼崎パスト会長 
今日は私がパスト会長の

時間のスピーチを担当する

ことになりました。およそ

15 分間です、よろしくお願
いします。 
 さて私は前に長生きをす

る 7 つの方策の話をしたこ
とがあります。まずそれをもう一度復習して会員

の皆さんが長生きをして頂くためにお役に立ちた

いと思います。 
 ①散歩をする 
 ②声を出して新聞を読む 
 ③料理を作る 
 ④社会と交わる 
 ⑤電車、バスで出かける 
 ⑥日記をつける 
 ⑦恋をする 
(これらはもちろん何処からか仕入れたもので私
のオリジナルではありません)  
①の散歩をする。は簡単ですが、継続は結構た

いへんです。②の声を出して新聞を読むも簡単で、

すぐにできます。③の料理を作るは、男性には困

難ですね、でもやってみるとかなりクリエイティ

ブで面白いものです。④の社会と交わるは RC の
メンバーには言うことないでしょう。⑤の電車や

バスで出かけるは、自家用車で出かけるのは入ら

ないので意識してやってください。⑥の日記は皆

さんつけていますか。私は朝の体重と血圧を記録

し、毎食、食べた食事の内容とカロリー計算をし

て日記にしています。一日 1,800Kcal 以下に制御
した結果62Kgまで下がりました。⑦の恋をする。
これは相手が必要ですから大変ですね。でも片思

いでも良いようですから大丈夫です。男女とも恋

は性ホルモンの分泌を促し、生き生きした生活の

根源になります。是非皆さんこれからも健康で長

生きをされる様にお願いします。 
 次に今日は別の話をします。 
暮から正月の間に読んだ本で｢死ぬ瞬間の 5 つ
の後悔｣と言う本です。日経に記事が出ていたので

気が付かれた方がおられると思います。オースト

ラリア人の女性で長い間、死に瀕した人の介護を

し、たくさんの臨終に立ち会った｢ブローニー-ウ
エア｣と言う人が書いたものです。｢明日死ぬ｣そう

なったら何を思うか。死を覚悟した人の共通の後

悔について色々な例から記述されています。 
 
◎後悔その 1  
自分に正直な人生を生きればよかった 
（期待に応える人生  環境に染まる とらわれる） 
当たり前ですが人は誰でも死にます。どんなに

偉い人でも介護を受けるようになると他人に尻

を拭いてもらわなければならない、と言う尊厳を

失うようなことも受け入れざるを得なくなりま

す。結婚してからずっと夫に従い、夫につくし世

間から求められる役割を果たし、子供を育て上げ

た老婦人がいました。彼女は夫の老衰が進み老人

ホームへ入ることになったとき、これぞ介護の仕

事から解放されると大きなプレゼントを戴いた

ように思ったそうです。しかし彼女にもすぐさま

病気が見つかり、その原因が夫の喫煙によるとわ

かって寝たきりの状態になったとき、彼女はどう

して夫をのさばらしていたのか、どうしてもっと

自分が強くなれなかったのかと悔やんだそうで

す。他人の期待に応えるのではなく自分の気持ち

に正直に生きたいものです。  
 

◎後悔その 2  
働きすぎなければよかった 

（バランス  人生の意義  シンプルさ） 
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これこそ RC のメンバーさんに心得て欲しい
内容です。仕事からいつ引退するか、が問題で

す。いくら仕事が趣味でも限界が有ります。や

りすぎては弊害しか残らずさらに後悔が続きま

す。最大の協力者「妻」への心配り、彼女の思

いを常に意識してください。仕事をやり続け、

もう一年、もう一年と退任の時期をやり過ごし、

この仕事が片付いてからと決断を先延ばしし、

気がついたときには妻と一緒に旅行も出来ない

し、病気で穏やかな老後も過ごせないと言う手

遅れの例が多いのです。人生はそれ程長くない、

死は待ってくれないということを常に認識する

べきです。もう一つ、仕事の継承、跡継ぎを作

ることこそ大きな課題であり、創業の時と同じ

ように寝食を忘れて注力するべきものでしょう。

相続についてもその準備は何時始めても早すぎ

ない問題といえます。 
 

◎後悔その 3  
思い切って自分の気持ちを伝えればよかった 

（現実を直視できない  罪悪感  本当の好意） 
｢人の一生は食べることとウンチをすること

に始まり、食べることとウンチをすることで終

る｣のです。生まれたての赤子は良くオッパイを

飲みたくさんウンチをすることで周りから喜ば

れます。介護老人も食が進み快便が珍重されま

す。また癌の告知については色々な意見が有り

日本でも問題になっています。疑心暗鬼でいる

よりもしかるべき真実を伝えるほうが色々なこ

とがうまく解決するものです。「自分は仕事が好

きだった、本当に好きだった。だからあんなに

働いたんだ。」家族を養い社会の信頼を勝ち取る

ためであった。しかしそのために家族を犠牲に

もしたし、家族とじっくり話す間もなかった。

だから家族は私が何を考えどういう人間である

かを良く理解していない。このような人は案外

多いものです。-----これは私の考えですがこのよ
うな家には相続時にトラブルが多いのではない

かと思います。 
 

◎後悔その 4  
友人と連絡を取り続ければよかった 

（孤独 本当の友達 友情の大切さ） 
死期が近づいた老人の中には孤独な人がた

いへん多いものです。長生きすればするほど親

しい友に先立たれ友人が減少してしまいます。

自分が他の人にとって良い友達になることに注

力しなければ良い友達は得られません。何もし

なければ友達は減少の一途です。人の一生はそ

んなに長くないのですからそのことも念頭に置

かなければなりません。家族や親戚は夫々の考

えにより自分にこう有ってほしいと期待し、自

分もそれに従うようになってゆくものです。し

かし友達はありのままを認めてくれるもので、

期待で縛るようなこことはありません。人に望

むことは友達といる楽しみを味わうことです。

即ち人は友達といる時間を積極的に作ることに

努めなければいけません。私は次の様に思いま

す。RCはとても良いチャンスがある組織と思い
ます。ロータリーの綱領に「自ら奉仕するもの

が最も報われる」ということが有ります。これ

こそその真髄と言えるでしょう。本当の友達を   
得ようと、自ら積極的に行動することこそが

目的に向うもので友が来るのを待っていては

友を得ることは永久に無理です。ロータリー

クラブは自ら能動的に行動する人にとっては

クラブの価値がその分高くなる組織であり、

ぶら下がっている人にとってはいくら長い間

会員で有っても価値の少ないものといえると

思います。 
 
◎後悔その 5  
幸せをあきらめなければよかった 

（幸せは選べる  いまこの瞬間の幸せ  とらえ
方の問題） 
どんなに社会的に成功した人であってもそ

れでその人は幸せであったと言えるでしょう

か。会社のトップに君臨し人を指図してきた

人もやがては介護が必要になり、一人では立

てなくなり、歩けなくなり、やがて食事や排

泄すらも人手に頼る日が来ます。その際には

外聞を一切気にせず、積極的に自分の幸せに

ついてのみ思考して良いのです。耳が遠くな

り、さらに世代が変わり、話し相手もいなく

なると愚痴の理解者もいなくなります。一人

周りから浮き上がってしまうことも有ります、

しかしそこで全てをあきらめ引っ込んでいる

必要はないのです。 
私は以前ある僧侶から次のことを聞いたこ 
とが有ります。一人前の人は一生に｢二つの仕

事｣をしなければいけない。その一つは「稼ぐ」

こと。これは言葉通りの内容で非常に大切な

ことです。稼ぐとは、自分の事業を継続発展

させ社会に責任を果たし、家族を養い、従業

員の幸せを維持することです。次の仕事が「働

く」こと。これは基本的に無報酬で世間、地

域のために滅私奉公をすることです。ここま

でやって一応「人としての責任を果たしたこ

とになる」というわけです。私はこの二つ目

の仕事をする目的でロータリークラブに入れ

て頂いています。もちろん二つ目が一つ目の

仕事｢稼ぐ｣事に繋がればそれは望外の喜びで

す。 
私はこの本に出てくるような臨終を目の前

にした人々に対して、私達が出来ることがも

っともっとあるように思いました。 
この本を読み終わってから最後に私が感じたこ 
とを述べます。誠に申し訳ないことですが、思考

が正常であるから故にこのように悩むのだ。もし

痴呆が進めばどうなんだろう？と考えました。あ



るいはそのほうが幸せなのではないだろうかとひ

そかに思いをめぐらし、そうなった時の事を想像

してみました。私の母は 18年前に亡くなりました
が、耳が遠く周りの人々の楽しそうな会話が聞こ

えず、一人悩んでいました。私達も丁寧に話をす

ることが時に面倒になり、無視していることも

度々ありました。逆の立場になることを想像する

とさぞ辛かったことだろうと思います。そしてこ

れから自分自身が死に向って日々を過ごしている

ことをしっかり認識し、後悔を少しでも回避し、

子孫や周りに感謝しながら娑婆におさらばしたい

と思いました。 
 
 

  幹事報告                稲見幹事 
(定例理事会)次の件が審議･承認されました。 
(1) 2・3月プログラム承認 
(2) フリーマーケット収益金の使途について 
(3) 女川町商工会の青山様の歓迎会について 
(4) 会員増強についてのフォーラム開催について 
(5) マッチンググランドの申請書提出について 
 
1. クラブ会長エレクト意見交換会開催について 
2. 米山記念奨学部門終了式＆歓送会について 
3. ガバナーエレクト帰国報告＆PETSについて 
4. ３RC合同例会のお礼と収支報告について 
5. 例会変更  所沢中央 RC 所沢東 RC  

新所沢 RC 入間 RC 
6. 受贈会報  所沢 RC 

 
 

  委員会報告    
親睦活動) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 益子委員長)

 2月 11日の夕方(午後 6時)から、喜代川｢乱｣で
翌日卓話をお願いしている青山様の歓迎会(お食
事会)を開きますので、ご都合の付く方はご出席下
さい。 
 また、19日のスカイツリーと東京タワーを巡る
親睦旅行ですが、今のところ 30名ということで、 
スカイツリーの予約は 40 名までは上がれますの
で、どなたかいらっしゃいましたらご参加下さい。 
 
 
社会奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 小島委員長)

 フリーマーケットの売り上げ金 348,000円の使
い道をどのようにするかという事で、協議いたし

ました。被災地の女川町から青山様がいらっしゃ

いますので、30万円をまた復興支援という形にし
たら如何でしょうかという事でしたが、皆様ご賛

同頂けますでしょうか？(拍手をもって賛同) 
 
 
 

「会員卓話」・・・・・・・・ 
｢尊皇攘夷志士４６名像｣の 

フルベッキ集合写真 
    柴田 譲会員 
このフルベッキ集合写

真の撮影された時期は

1865年2月とされてい
ます。（撮影者は上野彦

馬と云う） 
明治維新を乱暴に語

れば、薩摩と長州が土

佐藩を巻き込み、傍観

的な肥前藩(佐賀)を引
きずって、武力で｢幕府連合｣を倒した革命である。 
薩摩藩というのはその辺に転がっている藩では

なく、300 近くあった藩の中ではナンバー2 に位
置し、77万石、5万人近い侍を抱えた強大な藩で
ある。その薩摩藩がイギリスと戦ったのは 1863
年(文久 3 年)の夏、鹿児島湾から英国艦隊のすさ
まじい砲撃に合い、あっという間に鹿児島の町が

焼かれてしまう。通称｢薩英戦争｣と呼ばれる戦い

だ。この時、近代兵器の力をまざまざと見せつけ

られた薩摩藩は、電光石火方針を 180度反転させ、
英国にすり寄り、日本一の親英藩としてその力を

後ろ盾にして革命を主導することになった。他方、

維新革命は幕府と革命派による天皇の争奪戦とい

う側面も持っている。 
当時天皇は孝明天皇で病的なほど外国人嫌いで

あった。その為、孝明天皇をそのまま天皇位につ

けていることは困難であった。 
フルベッキ集合写真のど真ん中に座って、着座

している男「大室寅之祐」という正体不明な男は、

長州藩で長年｢南朝の王｣と言われている子孫であ

り、その王を孝明天皇の後釜として担ぎ出し、ド

サクサにまぎれて維新後の明治天皇として革命派

が擁立したと思われる。（写真を参照のこと） 
明治天皇の写真は 2枚しか世に出ていな 
 
 

 
 
 
 



※ 次の例会 第 2副 SAA  東君 古谷君 
２月１２日(火)  12：30～13：30 
｢3・11東日本大震災を経験して｣ 
  宮城県女川町商工会経営指導員副参事 青山 貴博様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 

 
 
若松君 ２０周年パーティーを成功させましょう。 
    小澤さん、お帰りなさい。 
稲見君 柴田パスト会長、今日の卓話楽しみにし

ています。 
江原君 沼崎パスト会長、｢パスト会長の時間｣よ

ろしくお願い致します。柴田パスト会長、

会員卓話での演題｢幕末維新の謎｣楽しみ

です。よろしくお願い致します。 
古谷君 小澤さん、2 ヶ月ぶりの例会出席おめで

とう。また、柴田さん卓話よろしくお願

いします。 
寳積君 柴田パスト会長、卓話楽しみにしていま

す。 
守屋君 柴田さん、面白い話をありがとうござい

ます。 
小澤君 大変遅くなりましたが、新年のごあいさ

つ申し上げます。本年もよろしくお願い

致します。昨年 11月、転倒し右大腿骨頸
部を骨折し、入院リハビリを余儀なくさ

れ、例会を 2 ヶ月欠席致しました。今度
は注意するつもりでおります。 

    なお、本日、1 ヶ月遅れで家内の誕生日
祝を頂き、ありがとうございました。 

吉川君 新年早々に欠席ばかりで申し訳ございま

せんでした。 
美女軍団 小澤さん、全快復帰おめでとうござい

ます。うれしいです。 
 
 
 
 
 


