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次 週 予 告 10月3日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　　草野　旦　会員
▲ プログラム　「卓話」　
　　　　　　　　　　田中　哲三　会員
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プロフェッショナル（仕事の流儀）
高倉　健
　81歳、俳優生活56年、205本の映画に主
演。
　「縁あって映画俳優になったんだから負け
たくない。負けたくないね！勝負じゃないけど、
どこまでも追っかけて行きたい。」
　これは最新作で共演した大滝秀治さん（87
歳）の「久しぶりに綺麗な海ば見た」という一言
の台詞の演技に感動し、涙した後で述べた言
葉です。また、「気持ちは映る」とも言っていま
す。これは演じる俳優の演技のみならず、俳優
自身の気持ちが出てしまうということでしょう
か。従って「映画俳優の最も大事なところは感
性である」と言っています。
　さらに「映画俳優は私生活を見せるべきで
はない。」だから競馬や麻雀などの賭け事はし
ないし、銀座などに酒を飲みに行く事もしなか
ったそうです。「今思うと面白みのない人間であ
るかも知れないが、この年からではしようがな
い」と言っています。従って気の許せる友達を
非常に大事にしている。
　高倉　健の人物像について
俳優の佐藤浩一は、「撮影の現場にいるだけ
で、みんなの背筋をシャンとさせる人です。こん
な人はもう現れないのでしょう」
　ビートたけし（27年来の友人）

「高倉　健という人は寒いとき、独りだけ火に
あたるような事はしないし、食事もスタッフと同
じものしか食べない。またロケの現場では座る
事をしない人である。おかげで周囲の人が座っ
て休む事ができない」など。
「高倉　健という人は、たとえるとシロナガス
クジラのような人である。太平洋をゆったり泳
いでいるだけで存在感がある存在です。」
　また、「孤高の高みに上っていくににつれ、
孤独感が漂っている。」との印象を語っていま
す。
　高倉　健の語る映画や俳優については、
ゴッドファーザーでの瀕死のマーロン・ブラン
ドの演技。また、映画としては、ディア・ハンタ
ーはベトナム戦争に対する痛烈な批判を込め
た映画である。あの時代によくぞ創り、発表し
たことは価値があるし、素晴らしい事である。
　主人公のロバート・デニーロ（高倉の友人で
もある）が、今しか創れない映画だから出演し
たと語っている。
　6年前、中国の映画「単騎、千里を渡る」に出
演。言葉の通じないチームの中で2ヶ月もの
間、心をぶっつけ合いながら仕事をして、その
チームとのお別れでは涙があふれたとの事で
す。
　それから6年間、何か心の中に大きな葛藤が
あったのでしょう。
　6年後の81歳、降旗監督の作品「あなたへ」
（現在上映中）に出演する際、スタッフに若い
人を入れてくれるよう頼んだそうです。
　日本映画のためにというのは仰々しくなる
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が、何か伝えたいという思いがあったようで
す。
　今回の単独インタビューにもそのような気持
ちと本音も伝えたいという気持ちがあったよう
です。
　高倉　健は、「僕の中に法律があるとするな
ら母親である。」
母親の「みっともないことはしなさんな。」とい
う言葉が今でも生きているとのことです。
　高倉　健は、こうも言っています。
（理想の俳優は？）に
　「フランスの俳優ジャン・ギャバンの神父や
ギャングなど、何をやらせてもあの渋い演技に
憧れる。」
（理想の私生活は？）に
　「私生活では、イブ・モンタンですね。年上
の妻に先立たれた後、年若い秘書と楽しい生
活をした晩年には憧れる」とも言っています。
　高倉　健の本音があらわれていると思いま
す。

国際ロータリー第2680地区ガバナー
石丸　鐵太郎（神戸南RC）

公式訪問挨拶
　朝夕は少しはしのぎやすくなりました。
　今日で３８箇所目、女性が８人もいらっしゃ
るとか、大変楽しみにしてきました。
　先ず、ご報告申し上げます。２６８０地区の
伊丹ＲＣの杉本会員のお嬢様がロンドンオリン
ピックの女子柔道で銀メダルを獲得されまし
た。誠にお目出度いことでございます。
　宝塚中ＲＣの設立は、平成５年、バブルが終
焉した時代、それでも大発会は１万６９９４円
高値２万１１１６円　大納会は１万７４１７円　

今いくらですか９０００円ぐらいですね、今の
倍はしていました。同じ新潟出身の同じ名前の
田中角栄さんが亡くなられています。
創立２０年、現在会員数は３０人，ＲＩ財団寄
付の累計額も１２万ドル、本当にありがとうご
ざいます。
　また、本年、宝塚中ＲＣの会員の竹原さんに
地区の社会奉仕の業務を、細川さんにロータリ
ー財団の、田中さんにプロバスの業務をお手
伝い頂いております。本当にありがとうござい
ます。１年間よろしくお願いします。
　本年度は、「親睦に努め楽しいクラブへ」
と、蓮尾会長・槇野幹事のコンビで、設立2０
年を迎えようとするクラブを、引っ張っていくと
のとこと、さらなる発展を祈念申し上げます。
　私は、今年有りました、一つの天体の事象で
平和を実感いたしました。本年は天文ショーの
当たり年、５月２１日に金環日食があり、６月６
日にブラックドロップがありました。驚いたの
は、ブラックドロップの方でした。金環日食のよ
うに、金星が太陽を覆うのかと想像していたの
ですが、巨大な太陽の表面にほんの一滴にし
か見えなかったと言うことです。まさにドロッ
プ、しずくです。金星は、地球とほぼ同じ大きさ
ですから、地球は小さいのだなと実感したので
す。太陽と比べると芥子粒みたいで、一捻りで
地球全部が無くなってしまうなと。地球は一つ
の運命共同体だ、こんな地球で争わなくとも良
いではないかと、平和であるべきだと、実感い
たしました。
　ところで、ガバナーは、公式訪問において、
地区の各クラブの会員に対し、 ＲＩのテーマ
を語り、ガバナーの活動方針を訴えると言うこ
とが職務でございます。　職務でございます
ので、少々偉そうなことを話しますが、自らにも
語りかける戸の意味もあり、お許しを頂きたい
とおもいます。
　ご承知の通り，ＲＩの会長は日本人の田中作
次さんです。新潟の貧農の出、集団就職で上
京、常に、奉仕の理想を追い求めて今日に至り
ました。
　そして、そのテーマは「奉仕を通じて平和を
」です。田中会長は決しておおそれたことをテ
ーマにしたのではないと思います。少しでも、皆
さんの人生が、その心に喜びを生じさせるも
の、心が穏やかになりますようにとのことを願っ
ているのだと考えます。「平和」とは、自らの心
の喜び、穏やかさです。
　一方、「奉仕」とは大小を問わず、他人のた

プ ロ グ ラ ム

《ご　挨　拶》
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めに払う犠牲です。犠牲だから損をします、い
やなものです。しかしこの犠牲には代償があり
ます。他人のために行動する、犠牲を払います
と、金銭的・肉体的・精神的に損はしますが、
心には、喜びが生まれ、穏やかになる、という
代償が得られます。他人のために犠牲を払って
喜びを感じない人はいないでしょう。損したと
感じている人は、まだその喜びに気づいていな
いだけなのです。
　或いは損失の悲しみの方に軍配を上げてい
るのでしょう。損失の悲しみと奉仕をしたこと
による喜びを比較すると、奉仕による喜びは永
続しますが、損失による悲しみは一時的、そし
て、奉仕による喜びは深く、損失による悲しみ
は浅いと考えています。そう考えなければなら
ないのでしょう。そして、払った犠牲が大きけ
れば大きいほど、心にはより大きな喜びが生ま
れ、より静穏な気持ちとなるでしょう。
　しかし、他人の犠牲になって喜びを感じるな
どなかなかできません。その喜びを感じようと
いつも葛藤しているのがロータリアンで
　公式訪問であるロータリータリアンが言って
いました。「人間は他人を助けることによってし
か真の意味での幸福にたどりつかない」事をロ
ータリーで学んだと仰ってますがまさにこのこ
とです。まさにこのことをＲＩ会長は仰っている
のです。
　そして、田中会長は、全ての生活行動におい
て、最優先の価値判断基準を「奉仕」、人のた
めになるか否かと言う基準に基づいて行動す
るべきと言っております。片手間ではだめで
す。
　そうすることによって、心穏やかに楽しく豊
かな人生を過ごせると言うことです。それが豊
かなレベル４の人生なのではないでしょうか。
田中会長は皆様に豊かな人生を過ごして下さ
いと願っているのです。ロータリアンは「奉仕
の生活が第一」なのです。
　世界中の人が、それぞれ奉仕の行動をし、豊
かな人生を過ごせば、世界は平和になる。せめ
てロータリアンはそうしようよと言うことです。
　ＲＩは２０１０年から２０１３年にかけての戦
略計画で３つの重点項目を目標としています。
世界の平和を希求する団体として大きく成長す
るためには、このプランの実行が必須です。
　一つは、ＲＩを構成する各クラブを強化しよ
うと言うことです。簡単に言いますと、会員を増
やそうと言うことです。一人でも、多くの人に
「奉仕の理想」を理解して頂き、世界の平和に

近づきたいからです。
　人的団体は、会員が、増えない限り衰退する
一途です。熱意を持って会員増強をお願い致し
ます。地区でも松岡ＰＤＧの年度の４１７４人を
最高に以後１６年間減り続けています。これを
何とかしなければなりません。
　日本では６０００人が入会しています。まだま
だ入会希望者はいます。しかし、８０００人が
退会しています。差し引き２０００人の減少で
す。８０００人の内お亡くなりになったかたなど
やむを得ないケースがあると思いますが、かな
りの方はクラブがおもしろくないからとの理由
で辞められていると思います。そうならないよ
う、まず、クラブを生き生きとさせて退会を防い
で下さい。
　宝塚中ＲＣの場合、最盛期と比較しますと、
少し会員が減少しております。できれば退会を
防いでほしかったと少し残念ですが、是非頑
張って頂きたいと考えます。
そして、クラブに欠けている会員層を中心に新
会員の勧誘をお願いします。職業分類をチェッ
クして、新しい職業あるいは従来からあるけど
も欠けている職業に携わる人、いろんな職業の
人がいるのがロータリーの一番の本質です。で
きるだけいろんな職業の人の入会をお願いしま
す。
　それから、平均年齢６３.７０歳、クラブでの
居心地が良くお元気な会員がおられると言うこ
とで誠におめでたいことでございます。でも、ロ
ータリーは人的な団体、人の集まりです。補充
していかなければなりません。地区で一番古
い神戸は６０.１５歳、明石は５６.６歳です。是
非新しい会員を獲得して下さい。
　そして世の中の半分を占めている女性、女性
を重点に勧誘をお願いします。数日前篠山ＲＣ
へ行ったのですが、少年野球みれば判るとの
ことです。オリンピックを見ても解ると思いま
す。
　ＲＩは３年間で１０万人増員を数値目標とし
ています。年３％ですから宝塚中ＲＣでは、０、
９０人となります。人の手足を切るわけにも行き
ませんので、１人純増が目標となりますが、２
人純増いただきますととても嬉しく思います。
是非４０人を目指して頂きたいと思います。よろ
しくお願いします。
　二つめは、奉仕活動の増加です。奉仕活動
はしたことがないという人はいるかもしれませ
んが、奉仕をすることに喜びを感じれない人は
いないでしょう。大小を問わず是非お願いしま
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す。どんな些細な奉仕でもそれなりの意味があ
ります。
　ＲＩの最大の奉仕活動はポリオの撲滅で
す。有名な野口英世博士は、熱帯地方の黄熱
病の研究をしながら黄熱病で亡くなった。今か
ら９０年ほど前のことです。黄熱病ウイルスに
負けたのです。人類はとても、ウイルスに太刀
打ちできなかった。しかし、人類は、１９８０
年、初めてウイルスに勝ったのです。天然痘ウ
イルスを退治したのです。二番目に人類が撲滅
しようとしているウイルスがポリオです。ロータ
リーがフィリピン等で先鞭を付けていたワクチ
ンの投与事業にＷＨＯが参加してきたのです。
以来３０年、いっしょに活動して、ほとんどの国
で、ポリオが無くなりました。この１年間１２億
人もの人口のインドでポリオが発生しませんで
した、そして現在は３カ国数百例です。ポリオ
撲滅はまさに世紀の大事業なのです。幼児の
命をポリオから守る崇高な事業なのです。人類
とエイリアンとの戦いのようなものです。 この
ような崇高な奉仕活動に我々が関われること
に誇りに思います。日本にポリオが無いからと
言って、かまけないで下さい。世界の平和のた
めに何とかしましょう。
　三つ目は、公共イメージの向上です。密か
に、奉仕をしても、その効果は大きくならないで
しょう。拡がりも見せないでしょう。ですから、
ロータリーの素晴らしい奉仕活動を世の人に
知ってもらう必要があります。 皆さんも、何か
の奉仕活動をする場合、広報と言うことも常に
念頭に考えて下さい。ロータリーが携わる「良
いこと」が大きく広がることがあります。去年は
三宮のコンコースに久野ＰＤＧの大きな顔が人
目を引きました。今年は、新幹線内の雑誌であ
るウエッジ８月号にロータリーの記事を掲載し
てもらいました。ポリオ犬のモリゾウが大きな
顔で掲載され、新幹線の乗客に笑顔を振りま
き、ロータリーの地区の広報になったと思いま
す。
　財団への寄付、例年通り、一人１００ドル以
上お願いします。今のレートですと僅か８０００
円です。１例会２００円です。私が入会した当
時はプラザ合意前で、１ドル２５０円くらいでし
た。８０００円は当時のレートで行くと３分の１
以下です。数日前の朝日新聞に記事が載ってい
ました。アフリカの最貧国のＧＤＰは３７５ドル
です。あなたの１００ドルでその国の子の１００
日分の食料になるのです。
　皆様のポケットでの１００ドルの軽さ、アフリ

カでの１００ドルの価値の重さをお考え頂き、で
きるだけ多額のご寄付を宜しくお願いします。
　米山の寄付もよろしくお願いします。米山
は、日本最大の民間の奨学財団です。年間８０
０人の学生に１４億円の奨学金を付与し手いま
す。１４億円を９万人で割りますと１万５５５５
円になります。もちろん寄付ですから、随意な
のですが、私は、この奨学金に、青雲の志を抱
いて、雲より高い青い空を目指して、来日する学
生を援助することに、何かロマンを感じるので
す。８００人の奨学生に１００人の友達がおれ
ば８万人に、されにその友達に１００人の友達
がおれば８００万人にロータリーの善意が伝わ
ります。是非ご協力下さい。
　地区大会は、来年の３月２日３日です。昨年
に負けないように素晴らしい大会にしたいと考
えていますご参加をお願します。
　今年は、勇気を出して、みんないっしょに、そ
して楽しく、大きな夢を持って、地区を運営した
いと考えています。
　よろしくご協力お願い致します。

蓮尾　春輝　君…今日は、石丸ガバナーの公
　式訪問です。随行の矢崎様、ごくろうさまで
　す。よろしくお願い致します。
細川　洋一　君…石丸ガバナー、矢崎様、よく
　おこし下さいました。よろしくお願い申し上げ
　ます。
小山　一子　君…2680地区ガバナー石丸様、
　ご随行の矢崎様ようこそ。本日はよろしくお
　願いいたします。にこにこ
阪上　栄樹　君…今日は夕方ずいぶん涼しく
　なりました。ニコニコ
　石丸ガバナー様、御随行者本日はよろしくお
　願いします。
田辺朱希美　君…ガバナー石丸様、本日はお
　世話になります。よろしくお願いいたします。
　夫、源さんが申しておりました。頑張って下
　さいとお伝え下さいと。ニコニコ

　　本日合計　　　　　 26,000円
　　本日までの累計　　222,000円
　　　　　　　　　（細川　洋一　記）
 




	1
	2
	3
	4
	5

