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第23回例会昭和58年1月25日（火）晴
兵亀

◇“我等の生業”

◇出席報告

fu 45門州職29fl

IIIIjW率64.44%

◇前回 1ノjl81 1 (IIg'I1IIIIIiW率) 100qj

makeup

深兇ハ･(1/1811k'il.本巣), ilil l"(1/22'､]: 1 1 1):

I 11.川ハ･(1/17[| '),加藤(ﾉく)ハ･(1/21北), 久保

｜||ハ．(1/24束)，無須,ﾊﾞ （1/22’､]:|| |)，成|~Ⅱ？}~

（1/22束耐)，杉l l ll1･(1/13喘穂）

◇ビジター紹介4病

◇ニコボックス

林li(1 11ゴルフ会準優勝しました), l l i､？；

（水1 I ili'講させて頂きます）

◇三輪副幹事報告

1． 本l l例会終r後， 」薊M柵:役幽公を･1j･います

ので皿･j;役員のﾉﾉ1ま2F|商の|H1にお災り ド

さい《．

◇水野(民)会長挨拶

先週公式訪問も終り,ルiのIMjがおり，後の半

{WI IIとかの虹分にひたっておりましたが．新

RCであればこれからが本藤と（わればなり

ません。

公式訪問の時の各姿典災からの糀告を実施

するのはこれからです． 6jlまで41体制でj繭

リ!§ろうではありませんか。

地域のことでございますが, 21120I Iには

’.･祁・汽東と合同で､岬||公|判に於て， ジョギ

ングノ<公が1j･われます。Lionsが大々的に応

，陵をしておられますが，私は橘火の休協の|典｜

係からあいさつに行き， 、I1 1 1もル1場にI!}りま

1-｡ 1 jj31I :Iまでに|XilklJ柵;へおII1込みがあ

ればとのり駅です‐

多少側人的になりますが. ii'ilyjのカルタを

｜~･繩のii'i防協力会でつくる Ifとなりました。
「ポンプ100より用心一つ」とか「i:|ﾘ!ま犬から、

樮!ま｜ ｜から．火‘)¥はその身の汕|折から」とか

「兵隊さんお|剛を,礎る‐私は火’､]:る消lyjl」

′聯の文ｲﾘですが，昭訓8ｲ｢に束l l lii'ilyj細でつ

くったものを縫刻をしてみたいと思って立案

】 '1でございます。ご協力耐ければ､膀いと思い
ます

又覚[l ll 1 l泰矛の地鎮祭も1 11 81 1に終り

来ｲliの秋に!ま．立派な本';;tがおI I兇えする[il

と思います。束1I1も祥になって参りますと，

311 ' l ! i'jから5月' | 1ｲﾘまで作祭り聯がil･われ

ます。

地域の|fをl 1lし_1.げ. /TI Iのごあいさつと

致します、

◇大隈ガバナーからの御手紙紹介

fi!'iMT･繩ロータリークラブ水野公民殿

「魁1』↑昨I Iは公式訪問にあたり．極々御

l肥腫の藤御礼ll lし.lもげます。 （汕7:ll!1もないク
ラブと!ま,似えない然満きと成｣･ﾐﾉJをもってお

られ， ノド後の新しいクラブのモデルになるよ

う｣’l iliしております。私も特にIMJ心をもっ

て． その遇しい成長に御|ﾒﾙﾉJしたく,似ってお

ります。杵様によろしく、 敬典

ノ<隈孝一･」

◇講演

.. !lf道あれこれ”

Mi黒野貞男7i-

,ー

III{I1158{| ~、制しい恥

を迅え会uの杵様， ご

雌i､lti!1よりとおル;:Ejflil

し上げます。

イ|~~の始めにｲ|撹状が

沢lI lまいったことと存

じますで〃､のところに

も砿きましてありがと

･うございます。これらの年fM状の' | !に!まE嬢

のも(/)も数多くあり．全国の拷様〃の! | $に．

.E'11で! II:いてみたいと思いﾊ1'斑をとられたﾉﾌ．

思ったが……という方もおられることとが‘

－1－．



“人'|{は夢の腱現”

frti 日下貴博ハ。

ます。

また，年の"｣めには『¥初めが'lJjの1j･1':の

習わしとしてあります。 ？i 'WlめというのはiII-
米1j]2｢Iに‘ヤガにliI]って，めでたい,詐歌を

ilfき祝う行@I#です‐占方は1 I本では刺l 1の昇

る東方をいうこともありますが， ’|'脚で!ま南

の方角をさしていいます。藤lji(定家が作湫す
る折，南の戸をあ1ﾅ．祁雌の典' l 1に"lliを謡

えて端座し， ｜､|jをはるかに兄はらして欣を案

じた『!'~徹物!ill･ | というのも, 'iﾉﾉ．にliI｣いてと

いうことと恕ｵ)れます．

さて, !II:と!ま． と定義づ1ナてみますと、

「謀とは． 虻'i壱:を糸材とした造ﾉﾄ嵯術であ

る 」とか「文'j':を糸材として． 災的に炎現

した典術である． 」とかいいます．わかりや

すくいえば, 1ri唯で文字を, | |:くこととでも1 ;.

いかえることができます。こうした! II:を．

1． 兄て楽しむ

2． 11|夏いて楽しむ

3. 1lfにIMする文";四炉i烏:を災めて楽しむ

ことができます

まず、 兇る 鮒蛍すること『 これは床の

間で拝1,!することから．災術側'iで兇ることに

いたるまで．よくオ〕からないという！『雌が聞

かれます‘そこで． ｜沈むより先に． 兇て感ず
ることが蛎・ですとillしIげたいそU)上に

I沈めるならぱよ!)深い鑑賞ができるというも

のです。次に,'fいて楽しむ。災は11ﾄくことば
!､|jli'lとしてはある ・つの,''fしみでもあります

が， 『[『くことを体で感偲し衆しむこともでき

ますc 3WI_Iに脱（端溪硯．獄州脱）を集め
るとか．鵯や|;|jM･ ( 111". "lill.広東緑）意

どを収柴し、 それらを通してIIﾄに灘しむこと

ば。 脚:を楽しむことになるのです

結幡の披撚'鹿に州かれたり．叙勲の祝賀会

の受{､l･でEﾊ恢で!#flされる樅公が多いことと

〃じます、 |' 11とか|fに, l i:こうと|11,1くなられ

ることもおあ!)でし,臭う。そんな11$に!ま気楽

にllfいて-ﾄﾞさいこの短冊ばh!jzk比唯先堆の

ものですが |:fというよ!) "<､'. ､' j':"とい

うことができるものです。い'~ ､' j'2 それは

!II通史に雌る幾多の, l i:の' l 1には好みにあうも

のが必ずあることと‘'』います、それを瀞fII:き

するように気'際に稀Ti l~をして, |'|かのものと

され．その''| ))の1 1$で署満をなさると“いい

‘ｹ:．いい，沸崗”ができると思いますどうぞ

これを機会に! II:に観しみ11；に関心左･お‘がせい

ただき， “いい' j'2U)鰐穐”をしてドさること

を念じてやみません

昨ｲ｢の秋， ごつい大

きな手で握jzをしたば

かりの強そうなニュー

リーダー, l 1本の政治

を背負って立とうとい

う大きな少':を持ってい

ろり}’ ’ '1川・郎氏の死

ば，人間，特に|ｲj雌な

間は．他からは想像出

…

蝋

雌にぶつかったIIfの人間は．他からは想像出

来ない程弱いものだ､と改めて感じさせられま

した ところが・ﾉﾉ、 ｜Hfの! | !にぱ人きな,蝶を

‘だ1ﾘ↓させてゆく人があります。そして夢が大

きければ大きいﾄi,!, それに立ちふさがる|ｲ1難

の雌も火きいのではないでしょうか。しかし

・そんな時、 そのA職を恥り越えて↑j･〈ノくきな〃

を持った人｡ |' IかU)'|命の灯が燃え一)きるま

で夢を追い統1ナることの出来る人'li、夢の災

」！&にli'lって桃職し統Iナる時間の連続がその人

(/) ･ 'I(である様な人'|; こオLこ･そが人間の'k

きざまだと思います。

ここで少しI1,U)PRになって恐細ですが，

私は現在, :111マンション. tllピホームとい

う商標の住'ゼメーカー. (#) ;III方絲燃して

おります、 （株） ：川は/？．盗水金4If2F.

,IGM;j100億のローカル公社です･が， 火山の

klll･閥であります；ルやli2次からも盗水参加

をしていただいておりまして，将>|<は4〔|ﾉﾘヘ

(/)進出もしたいと勝えておl)ます、

現状の我がl llに於てりま、産巣． 文化，教育

"IIj -つとっても‘謝外I I1に遅れ寿とってい

るものりま少ない‘沢ですその1| 'で通れオとっ

ているものは「うさぎ小朧」と称される ・般

I 11民の帷‘七を始めとする人間の′|油"Hllllだけ

だと思います。私の,夢は， このli:'と"腱IIIIや応

#li空間，その他の'岬1吋空間を「うさぎ小膿」

から少しでも「紫&を職」に造りかえることで

すそしてその1' 1に'|:活する人々が．少しで

も|ﾘlるい職かな'|:きITI斐のある人'1を送って
いただける様，念じて||みません，雌縫にロ

ータリーの併様がいつまでも1，｢々し<， 「人

′|;の夢」にli'jって'i＃熱あふれる人'l;を送られ

ることをお祈りして．つたない私の1満を終ら

せていただきます

◇次回例会(2)i l l l )

！'〔;謡‘.歯科|災擁'j;'IIf''

会員黒須一夫 /i.

！'〔,活“私とあじあり．”

会凸青山敏郎満

◇次々回例会（28)はファイアサイドミーティ
ングのためII(話はございません

一

早込
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