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第５６９回例会 平成２１年５月２１日(木) プログラム「地区協議会報告」  

前回第５６８回例会[5 月 14 日（木）]の報告  於：東急イン 

【会長アドレス】会長 右田省二 
 皆さん、うまく歳を重ねて、活力ある日々を送りましょう。人間の年齢には、三つの数え方があると言われ

ています。その一つが「生活年齢」と言われるものです。この世に生を受け、毎年一歳ずつ重ねていく年齢で

す。孔子曰く「吾十五にして学に志す、三十にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知る、六十に

してしたがう、七十にして心の欲する所に従って、矩をこえず」。年を重ねるごとに人はより人らしく成長して

いくものだと孔子は語っています。今日本の平均寿命八十数余からすると、孔子様の言われる数に十を足すこ

とになると思います。そうすると、わたしは天命を知らなければならないことになりますが、このような境地

になることは至難の技です。 
第二は、「生理的年齢」です。この年齢にはかなり個人差があります。「老人六歌仙」（仙厓和尚）には人は老

人になると、誰もが「皺が寄る、腰が曲がる、髭が白くなる、手は震え、足がよろつき、耳が遠くなり、目が

悪くなる。身に添うものは、杖、眼鏡、湯たんぽ、尿瓶。死にたくないと寂しがり、欲が深くなる。くどくな

り、気短になり、世話をやきたがる。達者自慢をしては、人に嫌がられる」というのですが、確かに若い頃は

考えもしなかったことが、身体の上に現われてくるものです。したがって多くの人は、日々、健康に気を使い、

年齢より少しでも若く見られるよう努力をしています。 
第三は「心理的年齢」と呼ばれるものです。これは加齢とともに心の中に忍び寄って来て、本人が気づかぬ

うちに立ち振る舞いが老いてしまうものです。徐々にものの考え方が保守的になり、頑固さや強情さが折々に

顔を出すようになる。みように義理がたくなって、必要以上にそれにこだわるようになる。興味が減退をして、

昔の趣味や食べ物にこだわってみたり、自己中心的な考え方が強まり、自分が相手にされないと、「自分は他人

から排斥されている」という被害者意識が強まり、ひがみっぽく短気になり、ケチになる。若い時には考えら

れなかったことが、言動に現われてくるものです。 
できるだけうまく年を重ね、いつまでも生涯現役として若々しさを保ちたいものです。皆さんも活力あふれ

る毎日を過ごしていきましょう。もちろん、ロータリーの例会にも若々しく毎日出席しましょう。 
                                              
【会務報告】幹事 国師博久            【ゲスト】（卓話者）山田 愛月（アイユエ）様 
① 本日（5/14）例会後、定例理事会を行います。  
②鹿児島リバティライオンズクラブとの交流会を   【米山記念奨学会寄付】5/14 右田省二君・中村聡君 

5/25(月)18：30～ドルフィンポート「ポルトカーサ」 
にて行います。会費 5,000 円。 

③ 東南ＲＣ創立 40 周年式典出席へのお礼状が届い 
ています。

《次回（第 570 回）例会のお知らせ》  
日 時：Ｈ21 年 5 月 28 日（木） 

12：30～13：30 
場 所：東急イン２Ｆ 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：クラブ細則の改正・変更について

＊クラブアッセンブリーをご持参下さい。

 

[定例理事会（5/14）報告] 
●6 月のプログラム（承認） 
6/4(木)新会員卓話 柳橋國博君 
   米山奨学生卓話 プルナマワテさん 
6/11(木)年間活動報告 
6/18(木)年間活動報告 
6/25(木)会長・幹事挨拶 18：30～東急イン  
   （会費 2,000 円）  
●次年度秦ガバナー公式訪問例会 9／3(木)   
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「春の水は東に流れる」日中友好を願っ

1949 年三菱銀行大連支店勤務だった中国

鉄経理部勤務だった日本人の母との間に日中混血

児として生を受けました。 
太平洋戦争敗戦後、1949
船が出るという報を受け、父との別離を選択せざる

を得なかった 21 歳の母は生後 3 ヶ月の私、祖母と共

に「山澄丸」で京都舞鶴港へ引き揚げました。 
大連港を出港したその日 10 月 1 日中華人民共

立が宣言されました。舞鶴港へ入港した 10 月 3 日、

その日から長い日中国交断絶の時代が始まりました。 
祖母の故郷、鹿児島県塗木に引き揚げてから、日本

高度成長、バブル崩壊などと歩調を合わせるように、

あの頃の日本人と同様に必死に生きていきました。 
1995 年 45 歳になった時、消息も判らず、2 度と会

ない筈と思っていた父と、父が再婚した中国人の

「マーマ」と腹違いになる 3 人の弟達、妹に対面す

ることが出来ました。中国の一族も文化大革命の過酷

な年月を生き抜いてきていました。11 年後、唯一日

本語ができた父が重体となり、他の家族とは言葉が通

じ合えず、文化や風習も違う中、それでも心を通わせ

合って、父の最期を看取っていくことになりました。 
日中間には未だ、そして多分これからも「それ樹静

ならんと欲すれども風止まず」の状況もありますが、

「是是非非」「相互互恵」の精神で未来へ向かってい

けたらと中国の家族との交流を通じて願っています。 
ALL  RIVER  RUN  THROUGH  INTO 

HE SEA 全ての川はそれぞれの固有の土地を潤

しながら一つに連なる海へ流れ込むのだから 
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◆右田省二君 
山田愛月様、遠

ざいました。 
◆池田耕夫君 
３件まとめてニ

・家内の誕生日にお花をいただ

ございました。 
・娘が３人目の男

した。毎日孫の為に慌しい日々を過ごしています。 
・子供 110 番の家に西警察から委嘱されました。子

供の安全、安心の為微力ながらお手伝いしたいと思い

ます。 
◆横山武

4/13 入院、5/9
生、病院のスタッフに大変お世話になりました。又、

たくさんの会員の皆様、お忙しい中見舞いに来て頂き、

本当に有難うございました。今後共よろしくお願い致

します。 
◆萬福久生

先月、総合格闘

になりました菊野克紀の激励会が、パレスイン鹿児島

にて１６日（土）ＰＭ7：00 からあります。出席いた

だける方は、本日までに連絡下さい。宜しくお願いし

ます。 
《ニコニ

 
 
 
 

 

 

出 席 報 告 

第 5 ) 68 回 5月 14 日(木 ５６ ３４ ６０．７１

第 566 回 4 月 23 日(木)訂正 56（55） ４４ ８０．００

市内他ＲＣプログラム  ★例会時間・場所等の変更   
月日曜 ＲＣ プログラム 例会場 

5 月 ） 鹿児  地区協議会後のクラブ協 山形22 日（金 島ＲＣ 議会 屋 
5 月 25 日（月） 中央ＲＣ 次年度委員会別打ち合わせ 山形屋 
5 月 26 日（火） 東南ＲＣ ★夜の例会 ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 
5 月 26 日（火） 城西ＲＣ  福永大悟氏 アイガモ農家  ゲスト卓話 

鹿児島大学非常勤講師 
東急イン 

5 月 27 日（水） 南ＲＣ 園校長 ホセ・デルコス氏 ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ ゲスト卓話 ラサール学

5 月 27 日（水） 西ＲＣ 会員卓話 山形屋 
5 月 27 日（水） 西南ＲＣ   会員卓話 ゆうづき

5 月 28 日（木） 東ＲＣ 家庭集会報告（会員増強について） 山形屋 
5 月 28 日（木） 北ＲＣ  ル クラブ協議会（地区協議会報告） 東急ホテ

 

Ｈ21 年 5/12(火)第 87 回ロータリー大学 

18：30～（東急イン）参加 21 名 
ﾃｰﾏ：「続 天の川銀河地図作りスタート」 
講師：鹿児島大学大学院教授 面高俊宏様 


