
■司　　会　ＳＡＡ　北澤　正浩

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

■出席報告

■本日の欠席者
宋

■他クラブ出席者
新川 (川崎西 RC)

■カウンセラー委嘱状　　　　　　増田会員

■会長報告
　皆様、こんにちは。桜が芽吹き、４月から

の新年度も少し落ち着いてきた頃かと思いま

す。

　本田宗一郎氏は技術者として実績を評価さ

本日の出席数         26 名

 本日の出席率    96.29％ 修正出席率        92.59%      

会員数　 　 　    30 名
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れ、瑞宝章を受賞しましたが、その授賞式に

来ていく服を「白い作業着を着て行く！」と

いってきかなかったそうです。当然、天皇陛

下の前では失礼にあたり、モーニング以外で

授賞式に臨んだ人はいませんと、周りは反対

しましたが「いなくたっていいじゃないか。

俺は白い作業着が着たいんだ」と言い切った

そうです。本田氏のように「これが自分だ！」

と「自分はこれでいいんだ！」と言えることは、

何かを成し遂げられたからこそ、堂々と言え

る、言葉だなと思いました。

　ただ、ある一言で本田氏は、しっかりとモー

ニングを着て、当日出席したとのことです。

その一言は、奥様からのもので、彼ほどの人

でも、「奥様の一言」には勝てなかったようで

す。

　さて、本日は、兵藤会員による、職業卓話

となっております。兵藤さんは、動物病院の

代表のような方で、テレビにラジオ、著書か

ら、様々な活動に至るまで、成功をおさめら

れ、先日も表彰されました。以前、兵藤さんが、

淀川長治さんの「さよなら、さよなら、さよ

なら」の話や、ライオンの「はなになりたい」

という絵本の紹介をしながら「自分は自分の

ままでいいんじゃないか」「無理して変える必

要はない」といった話を聞きまして、この絵
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内田　　敏／①佐藤二郎さん、入会ありがとう

ございます。これからよろしくお願い致します。

②兵藤さん、本日の卓話たのしみです。

二宮　　登／兵藤さん、今日の卓話たのしみ

にしています。

新川　　尚／①兵藤さん、卓話楽しみです。

②佐藤さん、入会おめでとうございます。

五十嵐　正／①佐藤さんの入会を祝して②兵

藤さんの卓話楽しみにしていおります。

目黒　恵一／①兵藤さん、卓話宜しくお願い

します。②佐藤二郎さん、入会おめでとうご

ざいます。今後とも宜しくお願いします。

兵藤　哲夫／久し振りの卓話です。宜しくお

願いします。

柳沢　哲也／佐藤二郎さん、入会おめでとう

ございます。私にとっては旭ロータリークラ

ブの唯一の後輩ができました。

佐藤　利明／①兵藤先生、卓話たのしみにし

ています。②佐藤二郎さん入会大歓迎です。

増田嘉一郎／①佐藤さん、入会おめでとうご

ざいます。②兵藤さん、卓話楽しみです。

斎藤　善孝／佐藤二郎さん、入会おめでとう

ございます。心から歓迎します。②兵藤さん、

卓話楽しみです。

倉本　宏昭／①兵藤さんの卓話久し振りです。

楽しみにしていますよ。②佐藤さん、須藤さ

んと交替ですね。楽しいクラブですから楽し

んで下さい。

佐藤　真吾／①兵藤先生、卓話よろしくお願

い致します。②佐藤二郎さん、当クラブ入会

を祝して。

関口　友宏／①佐藤二郎さんのご入会を祝し

て。

北澤　正浩／①佐藤二郎さん、入会おめでと

うございます。②兵藤先生、卓話楽しみにし

ております。

■卓話 
「イチロー引退　愛犬一弓ありがとう！！」      

　　　　　　　　　　　　　　　兵藤　哲夫

　イチローさんは、日本で９年、アメリカで

19 年合計 28 年の野球生活から引退すること

になった。その問プロ野球史上に残る輝がし
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本を買いにいった事を思い出します。兵藤さ

んも「自分はこれでいいんだ！」と、人と自

分を比べず、人を受け入れることができる、

本当に尊敬できる大先輩です。本日の卓話、

宜しくお願い致します。

〇地区関係　

１）公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

より、クラブ及びカウンセラー増田会員に委

嘱状が届いておりますのでお渡し致します。

〇クラブ関係

１）本日より出席されました佐藤二郎会員の

入会式を行います。

２）今週の土曜日は、ガールスカウトとの清

掃活動を行います。多くの方のご参加をお願

い致します。

３）情報集会の開催、ありがとうございました。

皆様から頂いた案やご意見を、できる限り体

験例会から反映したいと思います。

■入会式　　　　　　　　　　佐藤二郎会員

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／①佐藤二郎さん、ご入会おめで

とうございます。これからロータリーを楽し

んでください。②兵藤さん、卓話たのしみに

しています。

安藤　公一／①佐藤二郎さんのご入会をお祝

い申し上げます。②兵藤先生の卓話楽しみで

す。宜しくお願い致します。

田川　富男／①佐藤二郎さん、入会おめでと

うございます。いい日に入会されました。兵

藤会員の卓話が聞けますよ！②兵藤さん、入

会記念卓話お願いします。

岡田　清七／本日は冷たい雨ですが、暖かい

例会に出席出来て感謝です。
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い数々の記録を残した。

　彼の生きざま、その所作や言語には禅に通

ずる修業者に思われてならない。目先きの欲

望におぼれず、将来に目標をかかげ、ひたす

ら努力する姿は、万人に感動を与えるもので

す。それにしても彼をささえてくれたものは、

ファンや関係者、とりわけオリックスからメ

ジャーに送り出して下さった迎木監督ではな

かろうか。

　イチローは云う。一番感謝したいのは弓子

夫人だ、それに忘れてはならない愛犬一弓

（いっきゅう）の存在だとも云う。“いっきゅ

う”は、イチローの一字と弓子の一字をとっ

て命名したという愛犬のことだ。このいっきゅ

うは、今年で 18 才にもなる。人間の歳にする

と 80 ～ 90 才になる超高齢犬である。

　立つこともおぼつかない、いっきゅうが一

生懸命生きるその姿は、私に無限の励みを与

えてくれたとも云っていた。

　イチローさんありがとう。いっきゅうだけ

でなく、すべての犬というものは主人を信じ

て生きているものです。犬たちにエールを贈っ

てくれたイチローさん、多分世界の犬たちは、

偉大なるあなたの言葉に大喜びしているのに

ちがいない。

　アメリカに渡ってすぐ、一匹の柴犬を飼っ

た。この住まいが飼育禁止のところだったの

で、人に預けてしまった。その後この柴犬が

4 匹の仔犬を産み、住環境を整えたところに

生まれた一匹を引きとった。これが一弓だっ

たのです。

　あれから 18 年、その間弓子夫人はイチロー

を支え、献身的に仕え、毎日朝カレー作り、

昼食にはおにぎりを作りグランドに持たせる

のが 1 日の決まりだったと聞いていた。食事、

休息、ストレッチ、毎日の生活が実に大切だ

と思い知らされる。

　いっきゅうは、カレーもおにぎりもつくれ

ないが、主人イチローのそばにいて、ただひ

たすら主人を信じ、人間を信じ、いつも変わ

らない態度で接したにちがいない。その純粋

な心がイチローのいやしになり、深い絆で結

ばれ、主人のストレスを緩和していたのであ

ろう。

　犬のいない天国は天国でないということわ

ざがあります。まさしく人間からは得られな

いものを彼たちはもっているのです。飼える

のに飼わない、死ぬのが怖いから飼わないと

云うなら、人を愛することも、結婚も家族も

もてないであろう。

　生きているものは、まぎれもなく死ぬもの

です。私たちは死ぬまで生きるのです。死を

認識しているから今が面白いのです。そして

真剣なのです。生きている間になんでもやっ

てみよう、そして他者を喜ばせてみよう。

　犬たちはあなたや、あなたの家族を悲しま

せるためにはやってこない。微笑ませるため

にだけやってくる。今日もどこかで、あのム

クムクとした犬達が大勢の人々を楽しませて

いるに違いない。イチローは、このいっきゅ

うからたくさんの喜びをもらったにちがいな

い。いっきゅうから発信される全てが、イチ

ローさんにとっては励みだったのです。

　人間にはまねできないものを、犬たちは持っ

ているのです。犬といると心が落ち着き、あ

たかも自然の森の中にいるような気がします。

人間は自然に囲まれたとき、地位や名誉や財

産など、何も適用しないのです。自然はだれ

にでも平等に恩恵をもたらしてくれます。

　太陽の光、雨の恵み、通りすぎていく風、

大事なものはみんなタダ。犬たちは自然の一

部であり、いるだけで心を落ち着かせてくれ

ます。ましてや、柴犬という日本犬は、静か

ら動、忠誠心に富んだ犬種です。

　日本犬は６種に分類されています。古来よ
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り、日本で産まれ、日本の風土に育てられて

きたものです。番犬として、狩猟犬として、

人間と共に生活し、役立ってきました。

　日本犬で一番小さなサイズのものが柴犬と

呼ばれています。一番大きなサイズは秋田犬

です。その中間のサイズの犬は４種います。

紀州犬、甲斐犬、四国犬、北海道犬です。ど

こか日本人の心をもっているものです。その

土地で固定されてきたものです。内むきで臆

病、飼主だけを信じます。グローバルになっ

たのは現代になってからです。

　犬は素敵だ、と云ってきましたが、世話す

るには時間が必要です。飼う前に良く勉強を

してみて下さい。

　自分は飼えるのだろうか。大きさ、種類、

屋外、屋内飼い、ペットショップ譲渡会、トレー

ナー、多くの人の話を聞いて下さい。衝動買

いだけは避けてください。後悔は先にたちま

せん。くれぐれもご注意をして下さい。犬も

人間もハッピーになってくだい。

　手の掛かる分だけ、犬はあなたに倍返しし

てくれるはずです。イチローさん、今度は国

民栄誉賞を貰ってください。あなたの優しさ

が身にしみました。そしてあなたの飾らない

言動を尊敬します。そして、白髪を染めない

自然のままイチローさん、お疲れ様でした。

■次週の卓話　

　4/24 ㈬体験例会　

　点鐘　12 時 30 分

　場所　二俣川ライフコミュニティーサロン

　卓話者　奥寺康彦様

　　　　(㈱フリエスポーツ会長 ) 　　

 　　　　　　　　　　週報担当　倉本　宏昭
 
 

2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ 

第十四回理事会議事録 
日時  2019 年 4 月 3 日（水） 
    13 時 30 分より 
場所  例会場 

出席者 
市川慎二 安藤公一 佐藤真吾 滝澤 亮 五十嵐正 内田 敏  
田川富男 目黒恵一 大川伸一    

【報告事項】 
地区関係 
   なし 
クラブ関係 

   1 4 月 13 日（土）10：00～  ガールスカウトとの二俣川清掃活動  
2  4 月 24 日（水）例会時   体験例会         二俣川ライフ 4Ｆコミュニティーサロン 
3  5 月 8 日（水）13：30～  第十五回理事会       例会場 

   4 5 月 22 日（水）例会時   第五回クラブ協議会   例会場 
   5 会計報告    

 
【審議.事項】 

1 5 月 29 日（水）ミゼリコルディア エンリコ・ベネッリ氏を卓話者として、 
二俣川ライフ 4Ｆコミュニティーサロンへの移動例会とする。          承認 

      2  ガールスカウトとの清掃活動は、メーキャップとする。             承認 
      3 災害支援基金細則について 
     災害対策委員長、五十嵐会員より、横浜旭ロータリークラブ災害支援基金に関する 
     クラブ細則が理事会に提出され、審議して承認した。              承認 

4 その他 
     特になし                                  以上 
 

 


