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■ 出席報告　　　　　　委員長　神田　 剛

本　
　

日

会員総数 43名 ゲ ス ト １名

出 席 数 27名 ビジター ０名

欠 席 数 15名 出 席 率 64.28％

前々回の出席率 －％ 修正出席率 －％

100％ 通算 1579回

出席規定免除(b)：梅野

■　欠　　席
安部、赤嶺、阿南、児玉、久保田、長野、西、

西林、二宮(秀)、二宮(滋)、岡本、但馬、詫磨、

梅津、山下(唱)

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　手に手をつないで

■　唱　　和　 四つのテスト

　　 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

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　山下布美代

　皆様、こんにちは。

　緊急事態宣言が全国的に解除され、ホッと一息

ついたところではございますが、気を弛めず、引

き続き感染予防に留意しながら、例会の開催、事

業の取り組みをしてゆきたいと思います。先週と

今週、平和園さんと光の園さんへ出向いてまいり

まして、（この件は先週の理事会でもご意見がで

ましたので。）何かお困りなことはないか、子供

達の為にご協力出来ることはないのかをお訊ねし

ました。自粛要請は解除されましたが、子供達の

安全性を重視していることもあり、学校の他は、

まだまだ園外への外出などは制約されており、子

供達にも少なからず、ストレスの兆候が見受けら

れるようです。

　６月に入ってからは、少しずつ活動やレクレー

ションなども考えておられるようで、限られたス

ペースや園庭での活動に役立つものをとリクエス

トがありましたので、後ほど、理事・役員の皆様

にご意見をいただき、検討していただくようにし

ております。

　話はかわりますが、先週もＳＮＳでの誹謗中傷

による痛ましい事件がおこりました。コロナウイ

ルス関連では、マスクやトイレットペーパーの買

い占めからの高額販売、デマコギーの蔓延。

■ ゲスト

　ワルダナ，トリスカ　シャタワ　ウィスヌくん

(米山奨学生)



　そして今回のような事件。以前から韓国でも

問題となり、国会でも議題に挙がってまいりま

した。最近よく耳にしますＩＴソテラシーとか

ネットリテラシーと呼ばれているものですが、

もともと、Li te racyとは「読み書きの能力」

「識字」「識字率」という日本語と同義語でした

が、最近では原義から転じて、読み書きに限ら

ず、「特定の分野の知識」を指すようになりま

した。つまりインターネット利用時に情報や事

象を正しく理解し適切に判断し運用を行うこと

です。

　これからのネット社会に我々が加害者となら

ぬよう気をつけてまいりたいと思います。

■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　石田　啓三

１．「ＲＩ第2720地区2020～2021年度地区研修

・協議会」開催のお知らせ

　　ＲＩ第2720地区硯川昭一次期ガバナーより、コ

ロナ禍に伴い、ZOOMを用いたオンラインでの開

催となる連絡が届きました。

 日　時：令和２年６月21日（日）13：00～（予定）

  カメラ付きパソコン・スマホ・タブレット

　　　  にて参加可能

 出席義務者：ガバナー補佐、地区研修委員会、地

区部門長、地区委員長、地区委員、会長、幹事、

管理運営・公共イメージ・会員増強・職業奉仕・

社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・Ｒ財団・米山

記念奨学　各委員長

 ＊次年度各委員長のご参加をお願い致します。

　　個別にご案内致します。

２．「別府市内４ＲＣ新旧合同会長・幹事会／

懇親会」開催のお知らせ

　日　時：2020（令和２）年６月23日（火曜日）

                18：30～

　場　所：春香苑

　対象者：山下布美代会長、石田啓三幹事、

　檀上陽一次期会長、笠木隆弘次期幹事

３．第11回定例理事・役員会報告

　（令和２年５月21日（木）11：30～於ホテル

    サンバリーアネックス　１７名出席）

　審議事項

　1号議案 今後の例会開催の件。＊承認

　　５月＜青少年奉仕月間＞

　　５月 21日「創立記念日例会」加藤兼司１９代

                 会長、神田　剛26代会長

        　28日「新会員卓話」甲斐文明会員、﨑村篤史

                      会員

　　６月＜ロータリー親睦活動月間＞

　　６月　4日「親睦委員会総括」二宮秀行委員長

       　 11日「第４回（新旧）クラブ協議会」

      　 18日「１年を振り返って」山下布美代会長、

                  石田啓三幹事

       　  25日「会長・幹事慰労会」18：30～（予定）

　２号議案 定款第7条第1節（ｄ）（3）コロナ

  　 休会による、保留状態の行事開催の件。＊承認

　　☆新会員歓迎会　甲斐文明会員、﨑村篤史会員

　　☆3月会員お祝い　　髙橋　郁会員還暦お祝い

　　＊記念品と花束を贈呈

　　日　時：2020年５月28日（木）12：30～

　　場　所：ホテルサンバリーアネックス

髙橋会員へ還暦の花束贈呈

甲斐(右)、﨑村(左)各会員へ花束贈呈

　３号議案 「６月会員お祝い」例会の件。

　　（桝田　浩会員/還暦・石田啓三会員/還暦）

　　日　時：2020年　月　日（木）　：　　～

 　＊「第12回定例理事会」（６月11日）にて再度審議

　４号議案 「会長・幹事慰労会」開催の件。

　　日　時：2020年６月25日（木）18：30～（予定）

 　＊「第12回定例理事会」（６月11日）にて再度審議

　５号議案 姉妹クラブ台北昇陽扶輪社より18

　　代-19代年度交代式に関する来簡文書の件。

　　日　時：2020年６月13日（土）18：00～

　　場　所：台北花園酒店

　　＊「会長祝辞」「写真」をデータ送付

　6号議案 例会休会に係る食事費（会員より

　　預かり分）取り扱い再考の件。

　　　　＊後期立替金との相殺処理にて承認

　　　　1952回 ２月27日 ①2,700円

　　　　1953回 ３月５日  　　  ②2,200円

　　　　1954回 ３月12日　開催　短縮例会



年度 ガバナー

ガバナー補佐

代表クラブ 4ＲＣ

合同例会

近隣ゴルフ 近隣ソフト

2017-2018 永田壮一

荒金信治

別　府

三浦政人・権藤和雄

別府北 別府中央＊ 別府北・台風

寒中合同例会

2018-2019 髙山泰四郎

平野教康

別府北

堀　高志・神宮司円

別府東 別府北＊ 別府北・台風

コートブラシ贈呈

2019-2020 瀧　満

田中洋一

別府東

山下布美代・石田啓三

別府中央 別　府 日　出

2020-2021 硯川昭一

臼杵徳二

別府中央

西馬良和・梶原和朗

別　府

別府東

別府東

別　府

別　府

　　　　３月19日（定款第７条第1節休会）

　　　　1955回 ３月26日 ③2,700円

　　　　1956回 ４月２日開催　クラブ協議会

　　　　1957回 ４月９日　       ④2,200円

　　　　1958回 ４月16日　      ⑤2,200円

　　　　1959回 ４月23日　      ⑥2,700円

　　　　　　　 ４月30日（定款第７条第1節休会）

　　　　　　　 ５月７日（定款第７条第1節休会）

　　　　1960回 ５月14日 ⑦2,200円 

　　　　　　　        　　   ①～⑦合計16,900円

　７号議案 未収入金取り扱いの件。

　　５月現在：767,308円（未収入金5名分）

                 　＊再請求承認

　

　８号議案 2019－2020年度後期立替金請求の

　　件。（5月22日付）＊承認

　９号議案 米山奨学生への例会参加等、対応

　　の件。（５月分奨学金の授与）

　　＊ウィスヌ君へ確認し、本人の意思で参加・不参

　　加を決めてもらう

　10号議案 「定款第7条第1節（ｄ）（3）コロナ

　　休会」の週報作成有無の件。＊作成承認

　　　　全会員へＦＡＸ済み4月30日幹事報告＜特別

　　　　 編＞文書

　　内容：1ケ月間の報告（例会ではない）週報未

　　発行＝記録に残らない

　　＊本日、1956回例会（４月２日クラブ協議会）週報配布

　11号議案 青少年奉仕委員会「保育園、近隣

　　子ども達対象の親子イベント支援事業」共催の件。

 　（「第9回定例理事会」承認事業）

　　＊瑞木委員長報告：コロナ禍の影響で今年度中

　　の実施が望めない為、予算含め次年度へ継続を

　　要請承認。（６月開催可能時は、別途案内）

　12号議案 合同事務局の新体制の件。＜4ＲＣ

　　会長・幹事会（2020年4月9日(火)於ホテル白菊＞

　　・別府ＲＣは単独で事務局員を雇用する（案）あり

　　・合同事務局の場所は現状（西野口町）維持

　　・各クラブ１名の担当が望ましいが、４人体制＝正職　　　

　　だと経済的に厳しい

　　・６月までは現状の３人体制、７月以降は下記の３案

　　１案／３人＝正社員２名（坂東・糸永）＋パート１名

　　２案／４人＝正社員２名（坂東・糸永）＋パート２名

　　３案／３人＝正社員３名（坂東・糸永＋1名）

　　・実質、坂東事務局1人に比重がかかる／パート

　　　は責任感が希薄？／パート＝今村？

　　・雇用均等法の改正で30時間以上パート勤務者

　　　は社会保険適用

　　→次回「4ＲＣ会長・幹事」へ各クラブ理事会

　　での決定事項を報告

　　＊コロナ禍の影響で会社維持が厳しい中、新規

　　の事務局雇用に異議。１案を承認。

　13号議案 次年度代表（別府中央）クラブよ

　　り、諸行事当番の変更依頼の件。

　　＜諸行事担当クラブ確認＞　■下図参照

　14号議案 諸行事当番変更により「2020-

　　2021年度ガバナー公式訪問６ＲＣ合同例会・

　　懇親会」

　　ホスト受諾依頼の件。＊次年度役員を含め、

　　次回理事会で詳細を審議

　　開催日：2020年7月28日（火曜日）

　　　17：30～記念写真撮影

　　　18：00～大分第3グループ6ＲＣ合同例会

　　　19：00～懇親会

　　場　所：ホテルサンバリーアネックス

　　[ガバナーとの会長・幹事懇談会]＊西馬（案）

　　7月28日（火）13：00～13：50　別府東ＲＣ

　　        　　　　　　＊副会長・副幹事含

　　　　14：00～14：50 別府中央ＲＣ

　　　　15：00～15：50 日　出ＲＣ

　　　　16：00～16：50 湯布院ＲＣ

　　7月29日（水） 9：00～ 9：50   別　府ＲＣ

　　　                10：00～10：50  別府北ＲＣ

　【参考】2020－2021年度７月例会（予定）

　　７月２日「会長・幹事就任挨拶」

　　　　９日「４大奉仕委員長就任挨拶」

　　　　16日「第2回クラブ協議会」

　　　　23日「法定休日（海の日）」

　　  　30日→28日（火）「公式訪問６ＲＣ合同

　　　　　　例会・懇親会」



　15号議案 2020-2021年度ロータリー財団

　　「地区補助金」受給計画申請の件。

　　申請期限３月末日→５月末日　＊申請しない

　16号議案 「第12回定例（６月４日）」を　

　　新旧引継ぎ「理事・役員会」開催の件。＊承認

　　日　時：2020年６月11日（木）11：45 ～

　　場　所：ホテルサンバリーアネックス

報告・確認事項

　　①ＳＡＡより：５月21日例会食事は、創立記

　　念日でもあり、3,000円（込）での企画とした

　　②大森克麿ガバナーノミニーより「2021‐

　　2022年度ガバナー補佐推薦願い文書」の件。

　　＊「別府市内４ＲＣ会長・幹事会」へ審議（案）

　　提出

　　③明豊高等学校野球部への選抜大会中止に伴う

　　ニコボックス寄付を児童養護施設へ運用（案）

　　の件。

　　＊平和園・光の園へ支援希望がないか、幹事が確認

４．第14回別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告

　（令和２年５月27日（水）＜持ち回り＞）

　審議事項

　１号議案 合同事務局員の夏季賞与支給の件。

　　支給予定日：６月10日

　２号議案 ７月以降の合同事務局　新体制（案）

　　を次年度へ申送りの件。 

５．例会変更のお知らせ

　　別府北RC ６月３日（水）の例会は、例会場

　　の都合により　

　　　　　同日12：30～「両築別邸」に場所変更

　　大分中央RC ６月９日（火）の例会は、　

　　クラブ研修会の為、

　　　　　同日12：30～「四季」へ場所変更

　＜定款第７条第１節（ｄ）（３）に基づき休会するクラブ＞

　　別　府ＲＣ  　５月29日（金）

　　杵　築ＲＣ　  ５月29日（金）

　　中津中央ＲＣ  ６月２日（火）、６月９日（火）

　   大分南RC    ６月５日（金）、６月12日（金）

　大分東RC  ６月11日（木）

６．本日例会終了後、13：40～ホテルサンバリー

　アネックスに於いて「第13回臨時理事・役員会」

　を開催いたします。関係の方は、このままお残

　りください。

７．６月４日　例会の予定

　　「親睦委員長総括」　二宮秀行委員長

８．本日の回覧

　①「親睦委員長卓話」例会（６月４日）出・欠席

　②第４回（新旧）クラブ協議会（６月11日）

　　出・欠席

■ お祝い

　  会員誕生日 石田啓三会員 （６月１日）

　  結婚記念日 西林勲二会員 （６月２日）

　  ＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けしました。

　  皆　　　勤 岩瀬公男会員 （５月24日＝41年）

　　　　　　　 樽谷壽生会員    （５月24日＝41年）

■ ニコボックス　　　　　　　委員長　桝田　　浩

○山下、石田、中塚会員　新会員の歓迎会が中々出来

ませんが、お二人の入会に対しまして、髙橋会員の還

暦のお祝いに！合わせて３口ずついたします。

○竹内孝夫会員　どこの企業もコロナで大変の中、神

田会員・加藤会員・瑞木会員・桝田会員をはじめ多

数の別府東ロータリーメンバーがサンバリーのテイク

アウトデリバリーを購入していただき誠にありがとうご

ざいます。ロータリー友情に感謝！！３口。

○桝田　 浩会員　一日遅れましたが、昨日５月27日は

海軍記念日。115年前、連合艦隊がロシアのバルチッ

ク艦隊を破った日です。偉大な先人に敬意を表して

２口、檀上会員も２口。

○甲斐文明会員　５月15日に69歳の誕生日を迎えまし

たので、６＋９＝15の内５口をお願いします。

○髙橋 　郁会員　皆様のお陰で還暦を迎えることがで

きました。また、健康も取り戻すことができました。５口

お願い致します。



                                   「両親への感謝」

                                           甲斐文明会員

　本日、卓話のタイトルは「両親への感謝」とし

て、私の自己紹介を兼ねた個人的な内容で申し訳

ありませんが、最後までお付き合いをお願い致し

ます。

　私は、大分県の「へそ」と言われる場所に近い

由布市庄内町大字畑田猪野において、昭和26年５

月15日、８人兄弟の６番目（５男）として生を受

けました。

　実家は中山間地域の兼業農家だったため、小学

３年生頃から大分舞鶴高校を卒業するまでの10年

間は、農繫期を中心に土曜日の午後から日曜日、

そして当然ながら春・夏・冬休みは農作業と家事

の手伝いをしておりました。また、小学校６年間

は片道約２キロの標高差70ｍのアップダウンのあ

る山道を徒歩にて往復２時間半、高校３年間は朝

５時半に起き、当時は蒸気機関車の煤煙に悩まさ

れながら久大線を利用して往復３時間半かけて通

学していました。その甲斐あってか現在の「がた

い」を作るきっかけとなったと思っております。

　今はただ、この世に誕生させていただいた亡き

両親に大変感謝しております。父は、太平洋戦争

の沖縄地上戦において、「九死に一生」を得て帰

郷後、中学校教師をしながら８人の子供を育てる

ため、母と共に８反歩の農地を耕作していました

。父は公務のため母が主に従事していたので、母

の苦労と大変さを目の当たりにすると、小学生で

も男として黙って見ておれず手伝うという気持ち

が沸いてきました。

　両親の働いていた姿は現在でも脳裏にしっかり

と焼き付いております。当時の我が家は機械化で

はなかったため、牛の労力が頼りでしたので、農

作業はきついうえに何時も疲労感がありました。

しかし、家族総出による仕事をしたことが両親を

始め兄達の所作を通じ仕事を覚えるとともに、効

率的に処理をする要領を会得することができ、現

在の生活や仕事に活かされております。

　さて、私が現在あるのは両親と私にかかわって

いただいた各方面の方々のおかげですが、とりわ

け、父は私の「道標（みちしるべ）」を教示して

いただきました。それは、高校３年生になり進学

か就職かについて相談していた時、４歳年上の兄

も大学卒業後の就職を父に相談していたそうです。

その際、父から兄には治安を担当する大分県の警

察官を、私には財政を担当する国税職員を目指す

ようにと指導があり、結果として、二人とも父の

指導通りの職に就き最後まで勤め上げることがで

きました。

　本日、私がこの席においてこのようなお話がで

きているのは、父からしっかりした「道標」を教

示していただいたお陰です。22回もの引越しを経

験した国税の職場を41年間勤めた後、税理士とし

て９年目になりますが、この職業が縁となり昨年

亡くなられた幸光喜先生と出会い、そして神田様

のご紹介によりまして「別府東ロータリークラブ

」に入会することができました。

　ところで、両親に感謝していることは多々あり

ますが、その一つとして妻との結婚についてです。

　妻との出会いは、高校３年生の夏休みが終わろ

うとしていた時、友人の紹介により交際を始めて

間もなく、国家公務員試験を受験し、最終的には

12月中旬に採用内定通知を受けました。

　そして、高校卒業前に「駄目元」で私の両親に

結婚の話をしました。当然ながら反対されること

は覚悟していましたが、何も言わずに認めていた

だきました。その瞬間「夢か現か」の境地となり

ましたが、その時の父の「若い時の苦労は買って

でもせよ」の言葉を忘れることなく糧にして頑張

ってきました。これは嘘みたいな本当の話です。

　そして、昭和45年４月、税務大学校熊本研修所

に入寮・入校し１年３ヶ月を過ごしました。研修

中の夏休みに晴れて婚約し、卒業後、大分税務署

に配属された昭和46年11月２日、妻の出身地であ

る湯布院町で結婚式をあげました。出会ってから

51年目、結婚してから49年目となりますが、人生

色々ありました。それでも、お互いがカバーしな

がら現在まで健康を維持して過ごしてきておりま

す。

　これまでの全てにおいて、今は亡きお互いの両

親に唯々感謝している次第です。

　終わりに当たり、私の個人的な拙い話を最後ま

でご清聴していただきまして、誠にありがとうご

ざいました。次回チャンスがございましたら、専

門の「相続税等について」の卓話をしたいと思い

ます。

　　　　　　　　　　「介護は魅力ある仕事」
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　              﨑村篤史会員

　こんにちは。

　今年２月にこの別府東ロータリークラブに入会

させていただきました。﨑村篤史と申します。昭

和61年11月30日生まれ、33歳になります。

　当クラブには今の仕事を始めるきっかけをくだ

さった大変恩のある一力会員に紹介していただき

入会させていただくこととなりました。

　また、別府東ロータリークラブには日頃からお

世話になり、尊敬する方もいらっしゃり、このク

ラブに入会させていただいたことに運命を感じて

おります。

              

        

　　 　 　 　　

　　　 　 　　

　 　 　　



　今回、新型コロナウイルスで大変な時にもかか

わらず卓話の機会をいただきましたので、あらた

めて自己紹介をさせていただきます。

　私は当時サラリーマンだった両親の一人っ子と

して生まれ、両親の多大な期待を背負って育ちま

した。しかし私は勉強ができる方ではなく、高校

を卒業する頃には両親も学力や大学に進学するこ

とに期待することもなく手に職を付けた方が良い

だろうということになり別府市内の看護学校に入

学し看護師の免許をとりました。

　前後しますが母は私が中学生の時にそれまでし

ていた仕事を辞めて看護師の資格をとるために看

護学校に通い看護師になっていました。なので看

護の道に進むことは母の勧めもありました。

そして、母が看護師として働いている時に一力会

員との出会いがあったと聞いています。その頃、

すでに一力会員は経営者として活躍しており母は

一力会員に対して憧れをいだいていたそうです。

そして一力会員のように自分も老人ホームの経営

をしたいと思った母はどうすれば一力会員のよう

になれるかズケズケと聞いたそうです。母の神経

の太さに恥ずかしさと頼もしさを感じます。しか

し一力会員はそんな母に色々な事を教えてくれ、

母は念願の老人ホームを立ち上げることができま

した。

　私は当時市内で勤務していた病院を退職し老人

ホームの立ち上げを一緒に行いました。全く別の

仕事をしていた父もヘルパーの資格をとり、数年

間は家族で必死になり施設を盛り上げました。私

は施設の立ち上げの一年前の2012年９月に同じ看

護師の妻と結婚しており施設の立ち上げと第一子

の出産とが重なり生活、仕事、環境の変化。また、

妻が子どもを守るために女の子から母という当時

の自分にとっては未知の生き物とも言える何かに

変化するスピードについていけず大変だった記憶

があります。

　今年の９月で結婚生活も８年目となります。子

どもも成長しますが妻も子どもを守るために日々

成長しており、私も成長する家族に取り残されま

いと必死の毎日を送っています。そして、なんと

か施設の運営も軌道に乗った頃、自分でも経営を

したいという思いが芽生え母の施設から独立し、

今にいたります。独立とはいっても色んなことを

協力しながらお互いに施設の運営を行なっていま

す。私の施設は扇山にあります。クラブでの職業

分類は老人福祉施設で有料老人ホームとデイサー

ビスの運営をしております。

　介護業界は慢性的な人手不足ですが家族で始め

た施設を長く続けるために日々勉強の毎日です。

今の介護の業界は世間的に人気の職業とは言えな

い雰囲気があると感じます。世間的なイメージは

重労働の割に低賃金だったり、認知症の方の対応

が難しいのではないか、資格が無ければ務まらな

いのではないかといったものではないかと思いま

す。たしかにきつい面はたくさんありますがやり

がいや学ぶこともとても多い仕事です。最近では

コロナウイルスの影響で外出を自粛しストレスが

溜まる自粛疲れという言葉があることを施設の利

用者さんに話したところ、戦時中は疎開したり防

空壕の中で長い時間過ごすこともあったがストレ

スなどと言う余裕も無かった、攻撃されないだけ

幸せとお叱りを受けました。そこで私は今ある幸

せを再確認すると共に今の生活、文化があるのは

人生の先輩である年長者の方の努力の成果である

ことを感じました。

　また施設で生活する方は持病がある方が大半で

、明日が当たり前に来るものでは無いということ

も学ばせていただきました。元気だった方が突然

ということもありましたし、最後の会話がそっけ

ないものになり後悔することもありました。私は

それ以前は明日が来るのは当たり前、次もまた会

えると無意識に思っていました。

　しかし、高齢の利用者さんと関わる中で、この

会話が最後になるかもしれない、この食事が最後

になるかもしれない、趣味や楽しいことも次また

できる機会があることが確実ではないなど考える

きっかけをいただき、毎日を大切に生きたい、ま

た利用者さんにとってもなんでもない１日が素晴

らしい１日だったと思える、最後に過ごす場所が

良い場所だったと思えるお手伝いがしたい、でき

る人間になりたいと考えるようになりました。私

は介護はとても魅力のある仕事だと思っています。

なので私は介護の仕事に魅力を感じている方を経

営でサポートし、より魅力のある職場にしていき

たいと思っています。

　ちなみに人手不足の対応策の一つとして昨年か

ら介護の業界でも受け入れが可能になった外国人

技能実習生制度を活用し、ミャンマーから実習生

を受け入れる準備をしてきました。ミャンマー現

地には視察や面接で４回行きずいぶんくわしくな

りました。しかし今回のコロナウイルスの影響を

受け６月に入国予定だった実習生の到着が延期に

なっているという現状です。しかし、今後ミャン

マーの実習生の働きぶりや性格、コスト面など皆

様に報告できることもあると思います。

　また話が前後しますが私も母も一力会員がいな

ければ今の自分は無く感謝してもし足りないとい

う思いを共通して持っています。そんな一力会員

に縁があり紹介していただいたクラブなので紹介

しなければ良かったと思われないよう積極的に参

加し、皆様の役に立てる会員になりたいと思いま

す。

　また前回例会で大先輩の卓話を聞きクラブの歴

史とクラブへの思いを知ることができクラブのバ

ッチの重みが増したように感じました。

　私は体は大きいのですが気持ちが小さいところ

があります。しかしクラブの先輩方が気さくに話

しかけてくださるのでとてもありがたいと同時に

先輩方の心の広さや人間力を感じ自分も先輩方の

ようになれるよう学んでいきたいと思います。

　そうそうたるメンバーがいらっしゃる中で私の

ような者がいて大丈夫なのかという気持ちもあり

ますが、せっかく参加させていただいた事をチャ

ンスにしクラブに相応しい人間に成長したいと思

います。

　結びに、ご縁があり皆様と御一緒させて頂くこ

ととなりました。わからないことばかりですが、

ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。


