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　この度は、父寧訓への「名誉会員」に関す

る通知を戴き誠にありがとうございます。色々

とご配慮賜りましたことに感謝しております。

父に代わりお礼申し上げます。

　父は、昨年６月に誤嚥性肺炎で入院してか

ら、入退院を繰り返し、現在も入院中です。

そうした中、先週に容態が悪化し危険な状態

になりましたが、現在は熱も下がり経過を見

守っている状態です。

　ご郵送戴いた通知を父に見せたところ、文

章を目で追っていました。父に話しかけても

表情の反応があまりなく、どの程度理解して

いるのか不明なこともありますが、きっとこ

のことを喜んでいることと思いまいます。

　最後になりますが、皆様の一層のご発展と

ご活躍をお祈り致しております。

４）５月 24 日大相撲観戦につきまして、チケッ

ト代金 10,600 円から８％割引、9,752 円です

が、１人 10,000 円とします。申し込みは締め

切りました。次回例会にて集金します。

■幹事報告　　　
例会臨時変更のお知らせ

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　５月２日㈫休会

○神奈川東ロータリークラブ

日時　５月５日㈮祝日休会

日時　５月 26 日㈮→ 28 日㈰

　　　移動例会「春の家族会」

■司　　会　ＳＡＡ　安藤　公一

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　我等の生業

■出席報告

■本日の欠席者
斉藤、福村、二宮麻理子

■他クラブ出席者
地区協議会出席者

滝澤、佐藤（真）、増田、北澤、青木、新川、

田川、後藤、内田、斎藤、大川

■ゲスト
辻本　正明様

(IX 企画代表、損保ジャパン日本興亜代理店 )

■会長報告　　　
○クラブ関係

１）４月８日㈯ 10 時から、ガールスカウトと

のゴミ拾いを行いました。当日は小雨でした

が、終了後子供達が、ゴミはたくさんあった

が楽しかった、との感想を述べていました。

参加された皆様ありがとうございました。

２）４月 25 日は AKS 会のゴルフコンペが湘南

シーサイドで行われます。

参加される皆様は頑張って下さい。

３）吉野会員のご子息から手紙がきましたの

で報告します。

本日の出席数         19 名

本日の出席率 　86.36％ 修正出席率           100％

会員数　 　 　    30 名

２０１７年４月１２日 第２２８５回例会　VOL. ４８　No. ３６



　　マニラ市長より贈呈された市の鍵
■ニコニコ BOX（会員敬称略）

青木　邦弘／辻本様、今日はよろしくお願い

します。

北澤　正浩／①妻の誕生日にお花のプレゼン

トありがとうございました。②辻本様、ロー

タリーにようこそいらっしゃいました。卓話

楽しみにしております。

二宮　　登／横浜マニラ友好委員会は 3/25 ～

31 日の日程で林市長の親書を持参し、マラカ

ニヤン宮殿で、マニラ市長、ダバオ市長、マ

ニラカテドラルで第２回「日比合同世界平和

ミサ」を主催するため、25 名で訪問してまい

りました。

田川　富男／本日の卓話、辻本さんはある意味

で自由人、何を話しだすか分りませんが、よろ

しくお願いします。

安藤　公一／①辻本様、卓話宜しくお願い致

します。② 4/9、第 18 回高校ラグビー選抜大

会決勝で桐蔭学園ラグビー部が初優勝しまし

た。今後順調に成長し、正月の花園でも同様

の成果が挙げられる事を祈ります。

吉原　則光／気温も上がり、春らしい好天の

もとの例会、辻本正明様、ご多用のところ卓

話いただき有り難うございます。楽しみにし

ております。

兵藤　哲夫／安倍晋三首相より 4/15 ㈯新宿御

苑「桜を見る会」の招待状が届きました。田

川さん、当日タクシー手配よろしくお願いし

ます。

佐藤　利明／先週末から雨もあがり、春らし

くなってきました。辻本さん、本日の卓話よ

ろしくお願いします。

大川　伸一／①先週の土曜日は可愛い女性達

と一緒に二俣川の清掃活動に参加させていた

だきました。あれから道に落ちている吸いが
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日時　６月 30 日㈮年度末夜間例会

○神奈川ロータリークラブ

日時　５月１日㈪休会

日時　６月 12 日㈪夜間例会　点鐘午後６時半

　　　創立 57 周年記念例会

■青少年委員会       　　　　　　   五十嵐　正

　4/8 ㈯雨の中、ガールスカウトの子どもた

ちと二俣川駅から大池公園まで、ゴミ拾いを

行いました。

　熊本自転車のハードな奉仕活動とちがい子

どもたちと和やかに奉仕活動を行う事が出来

ました。参加の４年生の子どもさんから「ゴ

ミを拾う事で心が洗われました」と感想を言

われた事が印象的でした。

　当日参加された青木会長、岡田、二宮登、

新川、大川各会員と五十嵐。ご苦労様でした。

■マニラ友好 50 周年記念訪問　  二宮　　登

　この度、横浜マニラ友好委員会は 3/25 ～

31 日、6 泊 7 日の日程で横浜市長林文子様の

親書を持参し、マラカニヤン宮殿でマニラ市

長、ダバオ市長を表敬訪問、マニラカテドラ

ルで第 2 回「日比合同世界平和ミサ」を主催

する為に、25 名で訪問してきました。

　　　エストラーダ  マニラ市長とともに
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らが気になって仕方ありません。②辻本正明

様、一期一会のお話を楽しみにしております。

鈴木　茂之／皆さん、こんにちは。春らしい

大変いい陽気になりました。本日の卓話、辻

本様よろしくお願い致します。

市川　慎二／辻本正明さま、本日の卓話宜し

くお願い致します。

佐藤　真吾／辻本様、卓話よろしくお願いし

ます。

■卓話「一期一会」　　　　　　　

○卓話者紹介　　　　　　　　 　田川　富男

　久しぶりの卓話になります。職業の話をし

ても、すでにタクシーのことについては話す

内容も少ないし、自分自身の職責もあまりお

もしろい事はないのですが、タクシーという

仕事柄切り離せない問題として、事故の発生

が一番に思い当たります。

　そこで今回の卓話では、二人三脚で事故対

応して下さる損保ジャパン日本興亜代理店、

IX 企画の辻本さんに卓話をお願い致しまし

た。

　皆さんの商売も同じだと思いますが、「人間

の出会いから全てが始まる」と云って、特に

タクシーは 10 ～ 30 分長くても１時間の出会

い、今回の卓話では辻本さんから「一期一会」

と伺いました。

　辻本さんとは 25 年位の付き合いです。事務

所兼自宅は希望が丘にあり、娘さんはバイオ

リニストとしてご活躍されております。契約

を取るだけの代理店ではなく、朝から真夜中

でも現場に駆けつけて処理、対応なさり、商

売的には余り合わない代理店さんです。

「一期一会・自分の人生は人が決める」
                  　　  　   辻本　正明様

　今日までの人生を振り返り、節目節目に人

が私の人生に決定的な役割を演じていると思

うに至り、自己紹介を兼ねて、そのことを検

証したいと思います。

　私は大阪の堺に生まれました。私の母が結

婚適齢期を迎えた折り、母の父つまり私の祖

父がどうしてもこの男性と結婚してほしいと

懇願したので二人は結婚し、私が生まれまし

た。私は生まれたものの産声を上げず仮死状

態でした。しかし産婆さんは慌てることなく、

私の足を持って逆さにし、背中を数回たたき、

やっと産声を上げたそうです。その後私は多

くの人々の愛情を受けながら、小学校も卒業

し、中学校へ進学という段になって、幼稚園

からの友人が、中学校の横の住宅に住んでい

たので、学校から聞こえてくる楽器や音楽の

音色に興味を持ち、中学校に入ったら自分も

やってみたいと待ち望んでいたのですが、一

人で入部する勇気がなく、幼友達の私に一緒

に入ろうと誘いをかけてきました。私はこれ

と言って部活に希望があったわけでもないの

で同意しました。

　入部後、顧問の先生が私の口を見てトラン

ぺットをやれと言われたので、さっそく言わ

れた通り吹いてみたところ、すぐに音が出た

ので、これは面白いかもしれないと、寝食、

学業を忘れ音楽に没頭しました。

　やがて高校進学という時期になり、三者面

談で志望校を言ったものの、確実性を取って、

こちらにしなさいと先生に言われ、大阪府立

の泉陽高校を受験し、予定通り入学を果たし

ました。しかし、残念なことにこの高校には

吹奏楽部がなく、仕方なく授業が終わったら

さっさと道を隔てて隣にある母校の中学校へ

行き、後輩の指導や自分の練習を毎日のよう

にやっていました。それを見ていた先生が、

そんなにトランぺットが好きなら、一日中ト

ランぺットを吹いていられる学校があるけど

行くか、と言われたので、ぜひ行きたいと、

進路を音楽大学にかじを取りました。

　高校 2 年生からピアノを猛練習し、無事東

京の国立音楽大学に入学することができまし

た。思い出深い学生生活を過ごし、１年多

い 5 年で卒業しました。これからは仕送りも

なく自活するわけですが、音楽で生計を立て

るのは容易ではなく、演奏をしたり教えたり
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譜面を書いたり、とできることは何でもしま

した。この仕事の中に、日吉にある慶応義塾

の普通部という男子中学校で音楽と吹奏楽の

指導をするというものがあり、夏のコンクー

ルの前の集中練習で、その最中にちょっと気

分が悪くなったのでトイレに行ったところ１

リットルほどの吐血をしたのです。ところが

不思議なことに、教室に戻ると今までいなかっ

たもう一人の顧問の先生がおられ、救急車を

呼んでくださり、近くの関東労災病院に入院

し、1 か月後に退院しました。退院後、親が

私の健康を心配し、音楽はやめて堺で家業を

継いだらどうか、と提案してきたので、私も

音楽ではやれることはやったしもういいかな

と思い、家族を連れて堺に行きました。帰省

後しばらくは良かったのですが、やがて母と

妻との関係が思くなり、弟から電話があり、

親の面倒は自分が見るので私に家を出るよう

に依頼してきたのです。私もこれはしょうが

ないと思い、横浜の希望ヶ丘の母の弟、つま

り叔父を頼り、そこで就職活動をすることと

なりました。

　その間に叔父が新聞で、安田火災が代理店

の研修生募集の記事を見つけ、これを受けて

はどうかと勧めてきたのです。保険のことは

何も知らない私は、早速、新宿の安田火災本

社に出向き、試験と面接を受けました。面接

を担当した部長が、あなたの履歴書では他の

会社は採用しないかもしれないが、安田火災

はちょっと変わっていて、ぜひあなたにやっ

てもらいたい。しかし、条件があります。契

約をもらったらすぐその場でトランペットが

吹けますか ? と言われ、私は、吹けますがそ

んなことをしていいんですか ? と聞いたとこ

ろいいんですぜひやってください、それがあ

なたの武器です。と言われたのです。そして

入社が決まり、またもや寝食を忘れ、土日返

上で営業活動を始めました。おかげで個人の

お客さまも増え、そろそろ法人の工作をしよ

うと、会社は運送業者のデータを私に与え、

賠償責任保険の案内と販売をするよう言って

きたのです。そして多分最初の訪問先だった

と記憶しますが、二俣川の元長崎屋のビルが

できる前、駐車場だったあたりに、目的の会

社の事務所があるという事で訪問したのです

が、そこにお目当ての会社がなく、次に移動

しようと振り向いた時、木の看板に「ふたえ

交通株式会社」という看板が目に留まり、せっ

かく来たのだから代わりにここを訪問しよう

とノックをしました。専務らしき方がいらっ

しゃり、ちょうどいいところに来てくれた。

いろいろと相談したいことがあるので、保険

はあげられないけど時々寄ってくれないか、

と言われたので、私は軽い気持ちでいいです

よ、と答えました。 

　それから 1 年ほどたったでしょうか。今の

本社ビルが落成し、それを機会に専務は社長

になられ、私に、落成記念のパーティーがあ

るので、そこでトランぺットを吹いてくれな

いかと依願されたのです。無事パーティーを

終え、しばらく経った時に、社長が保険を今

のところから、安田火災のあなたに変えると

言われたのです。今度担当者が来るから、私

も同席するようにという事でした。言われた

日に私が行くと、社長はその担当者に、保険

の代理店を変える旨を伝えたところ、担当者

は、それは止めてほしいと懇願しましたが、

社長はもう決めたからと通告したのです。私

はここで社長の援護射撃をしなくてはと、私

がここに来るのは、あなたたちができないこ

とをするためですよ。と言ったところ、その

方は何も言わずに帰って行かれました。それ

から現在まで変わらず二重交通の事故は、被

害・加害を関わず、担当させていただいてお

ります。

　そして今回、また田川さんに、この揚で何

かお話をと言われ、しかもテーマを一期一会

にしてくれなどと、正に何から何まで私の人

生は人が決めているな、という思いを改めて

するわけであります。これからも、一期一会

の出会いに深く心を止め、歩んでいきたいと

思います。

　ご静聴ありがとうございました。

■次週の卓話

　4/26 ㈬→ 22 日㈯

　　ロータリー経営大講演会への移動

　　神奈川県民ホール（大ホール）

　　13 時～ 17 時　

　4/26 ㈬、5/3 ㈬休会　　

　　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光


