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第 1137 回例会報告                             3 月  29 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  4月    5日（水） 次週予告  4月  12日（水） 

◎ソング 「君が代」「それでこそロータリー」 

            野木 久子 会員  

◎プログラム 

        宝塚中プロバスクラブとの合同例会 

◎ソング 「われらの生業」 

            田辺 朱希美 会員 

◎プログラム 卓 話             

                 橋本 有輝 会員 

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 何にも考えずに過ごした子ども時代。今になっ

て、「あ～、アレやっときゃよかった！」と思うこ

とってありますよね。そんなヤットキャヨカッタ

大後悔時代に突入したオトナたちの声を聞いてみ

ると……。  

① 「子どもの頃にやっておけばよかった……。」

と後悔することは？ 

「しいていえば英語。中 1 のとき、カセットテー

プで聴く英語の教材ボックスが流行っていた時代

に、親に与えられたものの、聴いたのは最初の 2

～3本だけ。」（40代・男性） 

日本人の大後悔のトップスリーに入る英語。し

かし、これだけ巷に英会話教材が溢れているのに、

どうして日本人は英会話が下手と言われ続けるの

でしょうか？ 英語に限らず、勉強に関する後悔

は多いようです。 

「社会や理科が苦手でした。特に歴史もの。だか

ら今も時代劇や大河ドラマが苦手で、武将の名前

がゴチャゴチャして集中して楽しめません。当時

のツケが今来ています」（40代・女性） 

「外国人の友達と接することが多くなり、日本の

ことを説明できない自分が恥ずかしい。日本史と

か日本の政治を知っておけばよかったと…。」（20

代・男性） 

➁一方、「子ども時代にちゃんと遊んでおけばよか

った、自由に過ごせばよかった……。」という後悔

は？ 

「塾や習い事をしていたので、友達と遊んだりで

きなかった。もっと空っぽになれる時間を小学生

のときに過ごせばよかったな。」（20代・女性） 

「大声を上げる！全力で走る！今じゃ体がついて

いかない（苦笑）。」（30代・男性） 

③モテは小学生時代の過ごし方にあり!? 「モテ

るための努力をしておけばよかった。」と 後悔す

る人も。 

「成長期の運動とカルシウム摂取。中学時代、帰

宅部で駄菓子ばかり食べていた俺と、サッカー部

で頑張っていた親友は、高校時代に大きく差が開

いた。」（30代・男性）

 

  R.I.会長テーマ 

   “人類に奉仕するロータリー” 

      会長 ジョン F. ジャーム 
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「マセてる子は、早くから可愛く見せるキメ顔を

知っていた。」（20代・女性） 

「3 歳ぐらいからミュージシャンの英才教育をし

てもらっていたら、たぶん今、俺はモテモテだっ

たはず……。」（30代・男性） 

④こんな異色の後悔回答も挙がっています。 

「子どもの頃にやりたかったことは、猫道を歩く

こと。ブロック塀を登ったり、人の家の庭を通り

抜けたりする夢を今でも見る。」（40代・男性） 

「アメリカ映画でよく見た、バケツサイズのアイ

スクリームや特大サイズのハンバーガーの一気食

い。今は想像しただけで、胸焼けが……。」（30代・

女性） 

⑤定番の孝行ネタ後悔は？。 

「サッカー教室のために毎週スタミナ弁当を作っ

てくれたおふくろに、もっと嬉しそうな顔を見せ

てあげればよかった。今思えば、食費も大変だっ

たよな。」（30代・男性） 

「おじいちゃん、おばあちゃん孝行。中学生に入

って社会を知ると、そちらが優先になってしまい、

祖父母との時間が少なくなり、今となっては貴重

な時間に限りがあったことを知らされます。今、

元気でいる両親にも、孝行できる時にしておきた

いと思います。」（40代・女性） 

後悔、先に立たず！ 今からでも悔いのないよう

に毎日を過ごしましょう！ 

 

今回の本は「置かれた場所で咲きなさい 」渡辺 和

子  (著) 

著者は、戦前の教育総監で、2・26 事件で殺され

た渡辺錠太郎（わたなべじょうたろう）の次女で

す。現在ノートルダム清心学園理事長であり、シ

スターです。 

どちらかというと女性向の本ですが、どこの本

屋さんにも置いてあり、よく売れているようです。 

どんなことをしていても「こんなはずじゃなか

った」と思うことが、次から次へと出てきます。

そんな時にも、その状況の中で「咲く」努力をし

てほしいと筆者は説きます。 

どうしても咲けない時もあります。雨風が強い

時、日照り続きで咲けない日、そんな時には無理

に咲かなくてもいい。その代わりに、根を下へ下

へと降ろして、根を張るのです。次に咲く花が、

より大きく、美しいものとなるために。 

理想論のようですが、次の言葉が私には響きま

した。「信頼は 98％。あとの 2％は相手が間違った

時の許しのために取っておく。」 

人間は不完全です。100％信頼するから相手を許

せなくなる。お互いに許し認める 2％のゆとりが

あれば、人間関係が違って見えてきますね。 

大変よく売れているのもわかります。 

 

 

卓 話 

           石原 正裕 会員 

テーマ 「旅J 

今日は約l１０年前に８日間の休みをとり、1人

でイタリア縦断旅行をした時の話をさせていただ

きます。 

旅の面白さは僅か1週間程度の旅行で人生の縮

図のような体験ができることと思っております。 

期待していた以上のことがあれば、反対に期待

が裏切られことがあり、人の親切、いやな思いを

することもあり、信用できると思った人がそうで

はなく、逆に疑った人がいい人であつたりし、ま

た予期しない事故や事件に遭遇することもあり、

一喜一憂の繰り返しであります。 

経験から向こうから近寄ってくる人には気を付

けたほうが良いように思います。 

1人で旅行中には判断力が問われることが多々

あります。目的地に行くのに分かれ道でどちらに

行くかの選択、電車で行くか他の交通手段をとる

かで結果が大きく違ってくることもよくあります。 

何れにしましても、その結果に対する責任は自分

で負うこととなります。 

また、セルフコントロール(自己抑制力)も問わ

れます。旅の恥はかきすてにならないよう心がけ

ておりますが。 

思わぬ出会いや不思議な縁もあります。 

3月末の旅行で気候を見て、出発の4日前に飛行機

とホテルの予約をし、イタリアに旅立ちました。

旅の目的はうまい食事とフィン、少し良いホテル

に泊まる事。 

成田を昼前に発つて数時間するとシベリアの上

空に到達し、眼下にはツンドラの平原が広がつて

おり、いつもこのような極寒の地から兵隊さん生

プログラム 
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きて帰ってこられたと思うと胸が痛みます。 

ミラノのマルペンサ空港には現地時間の夕方、

眼下に夕映えの美しいヨーロッパァルプスを見な

がら着陸することになります。 

空港に到着後、その日のうちにフィレンツェま

で行く予定で、タクシーでミラノ中央駅へ、乗る

予定より早い列車が止まっていたので飛び乗った

ものの、列車とトラックの事故で出発したのは夜

中の12時を回つてから、ホテルにチェック・イン

したのは朝の4時半。 

メールを処理し風呂に入って、うとうととした

ら出発時間。チェック・アウトしローマ行の 

列車に乗るために駅に行つたら、案の定20分遅れ

の掲示、結局40分遅れで出発、ローマでバリー行

に乗り換え、てっきり遅れに合わせて接続されて

いると思いきや、定亥1で発車ベルが鳴っている、

走って飛び乗り6時間半の列車旅。 

車窓からはローマ時代の遺跡を多く見ることが

できました。バリーに到着後ホテルにホテルで夕

食。翌朝、世界遺産の町アルベロベッロヘ、日曜

日で電車、直行バスがなく、タクシー80ユーロか

路線バス3.5ユーロ、バスを選択し浮いたお金で豪

華な昼食。旧市街地はイースター前の祭り、イエ

ス。キリスト登場や出店。教会でミサを受ける。 

人々はそれぞれオリープの小枝をもつて祝福を

受けている。この小枝を交換しあって幸せを分か

ち合うそうです。私も小枝を分けてもらう。 

後でわかつたのですが、ミサを受けた教会の壁画

を描いたのが日本人の画伯で、時々利用していた

渋谷にあるイタリアンレストランのオーナーのお

父さんとのことで、不思議な縁にビックリ、後々

日本でお会いすることになる。 

バリーに戻り、翌日の準備。現地の人に聞いた

ギリシャ文化が色濃く残るアドリア海沿いのポリ

ニャーノ マレヘ、駅に到着が帰りの電車の時間を

確認するとストで電車は動いてないと告げられる、

いま電車で着いたばかりなのに、またしてもイタ

リアか? 

駅前の喫茶店でお茶を飲んで、現地の人々と雑

談をしていると、出て行った客が戻ってきて、ス

トが解除されたことを伝えに来てくれた。 

次回は是非ゆっくりと滞在したい町であります。 

バリーに戻り、サッシと呼ばれる洞窟住居で有名

な世界遺産の町に、再びバリーに戻り、翌朝のシ

チリア行の列車時刻を確認しホテルに戻り、コン

シェルジェと話をすると、シチリアヘは夜行高速

バスが便利と聞き、先を急ぎたかったので夜ホテ

ルをチェックアウトし夜行バスに変更。 

ここまではイタリアバンダイであつた。なんと

南イタリアの人は心が温かであろうか、これはう

まい食べ物のせいかなと考えておりました。 

この後事件が起こることになる。 

哀愁漂う夜のメッシーナ海峡をフェリーのデッキ

から眺め、翌朝カターニャに到着、この時点まで

は自分でも不思議なほど無防備であった。アグリ

ジェント行に乗り換えるためバスを探し、バスに

乗ると乗客らしき人が4～ 5人おり、親切そうに荷

物を運ぼうとしてくれる、断わっているがしつこ

い。バスの発車時間がきて、ポケットに手をやる

と財布がない。 

やられたと思つたが、バスのドアが閉まりかけ

その連中はドアの向こうのほうを走っている。冷

静になって、バスの中から携帯電話で日本に盗難

届を、警察に届けるために簡単なイタリア語の文

書を作成。 

取られたのは日本円札で13万円他。バスの運転

手に伝えると、無線でその旨を会社に連絡してい

る。他に乗客は1人、運転手は盗まれたもの内容を

細かく聞いてくる。 

こうなるとみる人すべてがグルに見えてくる。

途中バス停でコーヒーをおごってくれるが、疑心

暗鬼で飲む気にならない。 

目的地に到着、警察署に長い列ができており、

待ってられないので厚かましく奥のオフィスに行

き作文したメモを見せる。たまたま居合わせた非

番の若い警官が盗難届は別の警察署であることを

告げられるが、行き方がわからないのと、金を盗

まれているのでと思ったのか、自分の車で送って

くれることになった。 

直接、所長室に連れていかれ、所長と何か話を

している、てっきり私の戸を話してくれているの

かと思つたが、英語で今署長と交渉をし手当をつ

けてもらえることになったので、あなたの手助け

をする。 さすがイタリア? 

報告書を作成、表彰状のような立派な盗難届を

もらう。
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ホテルにチェック・インしメールをチェックす

るのにインターネットがつながらない。フロント

に言つたら、すぐそばで息子さんが建築の設計事

務所をしており、そこのインターネットを使わせ

てもらうことになった。パソコンも自由に使つて

よい、終わったらドアもそのままでよいと言って

ドアを開けつばなしで出て行ってしまう。 

今しがたスリにあつたばかりなのに、イタリア

か?気も落ち着いてきたので、翌日のパレルモに行

く列車の時間を確認に駅へ、列車は無い、バスが

あるとの返事。 

とりあえず、町からすこしはなれた史跡を見学

に、お腹がすいたので、観光案内所でレストラン

の情報を、立場上、どこが良いか言えないが、隣

のレストランだけはやめておけと忠告をもらう。

少し遠いが海岸沿いに良いレストランがあるとの

ことで、バスに乗りそのレストランに、海の向こ

うはアフリカである。 

食事を済ませ、バス停に行くと、傍に小さな食

品店兼カフェがあり、覗くと主人が出てきてお互

いにビックリする。スリにあつたバスの乗客であ

る。大丈夫かと問われ、昼食を食べて行けと誘わ

れるが、急いでるのでと断るとイタリア名物のお

菓子、飲み物を袋いっぱいに詰めてくれる。 

先程疑ったことに、恥ずかしさを覚える。 

町を散策した後、再び駅で列車の時間を確認する

と、列車はあるとの返事。翌日チェック・アウト

時にこれから列車でパレルモに行くと告げると、

列車はフィアットのストで止まっていると告げら

れる。 

その新間を持って駅に、ストは昨日のことで、

今日は開通していると、ここで初めて言葉の問題

で勘違いがあったことに気付いた。 

パレルモに1泊、翌日飛行機でミラノに、時間が

早いので昼食とワインを求めてスイスのルガノ湖

に、車中ローマでスリにあつたアメリカ人の老夫

婦に出会いスリの手回の話で盛り上がる。 

旅の幸運をとオリーブの小枝をあげたら、珍し

い1ドルコインをくれた、葉っぱがお金に化けた気

がした。 

ルガノに到着、昔お世話になったにチューリッ

ヒに在住していた女性の消息を試みたが、見つか

らず、数年後にボストンの友人から消息を知るこ

とになり、メールの交換が再開した。今は盆栽好

きのスイス人と結婚しチューリッヒの豪邸に住ん

でいる。 

コモ湖を横日にミラノに、時間があったのでマ

ジョレー湖まで足を延ばした後、ミラノで最後の

晩餐をとり、翌日日本に。 

帰りの飛行機でまた別の再会が、客室乗務員が

石原様、今回はお仕事ですか?と声をかけてくる。 

いや旅行です、スリにあったことを話すと、イタ

リアの貧しい子供たちに恵んであげたと思えばよ

ろしいとの言葉が、本当は老人たちだったけど。 

 この客室乗務員とはその前にロンドンに仕事で

出張した時にお世話になったようです。財布を無

くしたので機内で購入。日本に無事帰国する。 

財布を盗まれたのに、なぜ旅行が続けられたか? 

8日の旅行ながら、諸情無常を感じる旅でした。 

経験から、困難にあっても、必ず出日(解決策)が

見つかると思っております。 

以上 

 

 

 

○蓮尾 春輝 君 

今日は、バングラデッシュからのお客様、ようこ

そいらっしゃいました。どうぞごゆっくりしてく

ださい。 

 

○前田 正明 君 

バングラデッシュからようこそいらっしゃいまし

た。どうかごゆっくりして下さい。 

 

     先週のニコニコ   2,000円 
本日のニコニコ    4,000円 
本日までの合計  849,820円 

ニコニコ箱 
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□ソング 

「四つのテスト」  

                          馬場 和代 会員 

□お客様 

大口 忠男 様（NGO JAC 日本本部代表） 

大口 十四子 様（同 奥様） 

Animita Barua Lopa 様（教育コンサルタント） 

Prasun Barua 様（現地 PTA会長） 

Porog Chowdhury 様（現地 代表） 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 18 1 58.06 

前々回 

3/8 
34 2 33 23 6 90.91 

□幹事報告 

4月 5日は宝塚中プロバスクラブとの合同例会。 

 

当クラブが国際奉仕活動（田村 久子国際奉仕委

員長）として協力している NGO JAC（日本はアジ

アの国々とともに）の現地主要メンバーの皆様が

おいで下さいました。 

JAC はバングラデシュで「日本バングラデシュ友

好ジョブラウメッシュ中等学校」を独自の資金で

建設、運営しておられます。約 10日間日本に滞在

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保さんと神谷さんからです。 

先日はホワイトデーに可愛いお菓子を頂きありが

とうございました。美味しく頂きました！ 

御礼が遅くなり申し訳ございません。 

 

 

******** ☆☆4月のお祝い☆☆ ******** 

会員誕生日  

4日 栗田 義博 会員  7日 古川 彰治 会員  

14日 山本章太郎会員  

奥様（ご主人様）誕生日  

30日 林田 桜子 様  

結婚記念日 

7日 古川 彰治・順子様  

12日 山本章太郎・弥寿子様 

20日 川添 裕照・康子様  

25日 阪上 栄樹・和子様  

************************************* 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

週間報告 

 今週の本 

「置かれた場所で咲きなさい。」 

幻冬舎 渡辺 和子  (著) 

 

 

 

 


