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□会長の時間

髙橋 五男

皆さん今日は。
先週の宮崎全県 IM(都市連合会)に沢山の方
に参加して頂きましてありがとうございまし
た。木佐貫鐡蔵宮崎県西部分区ガバナー補佐の
一番の大仕事が終わりお疲れ様でした。テーマ
は、大迫ガバナーの基本方針・「職業奉仕とロ
ータリー」の題でした。
ロシア南部のソチで日本時間７日未明にパ
ラリンピック開幕しました。ロシアで初めて開
催されるパラリンピックには、冬季史上最多の
４５カ国、約７５０人が参加し、１６日まで 5
競技 72 種目が行われます。ウクライナ情勢を
巡りクリミア自治共和国のロシア編入問題で
欧米がロシア制裁で合意しロシアの行動がウ
クライナの主権と領土の一対性を侵害してい
る。と圧力で足並みをそろえて批判し、制裁

発動を通告しました。日本は、北方領土交渉や
エネルギー問題等でロシアとの関係悪化を望
んでいません。また、ソチ五輪を成功させたロ
シアにとって、パラリンピックを国際的孤立と
緊張状態の中で開催するのは決して本望では
ないはずです。ソチ・パラリンピックへの欧米
諸国を中心とした政府代表派遣を中止する国
が相次ました。しかし、プーチン大統領は 4 日
の記者会見で、ボイコットの動きを「障害者が
自分たちの成果を発揮する大会を妨害する試
みは邪魔だ」と批判した。ソチ・五輪開催中に
起きた隣国ウクライナの政変でホスト役のメ
ンツをつぶされたプーチン大統領は、ソチ、ソ
ッチのけにロシア黒海艦隊の基地がある戦略
的要所のクリミア半島を「確保」し、黒海にお
ける影響力を一気に拡大させたいでしょう。
さて、前回坂本龍馬の話をしましたが、今日
は薩長同盟成立に情熱を燃やした中岡新太郎
を取り上げてみます。彼は龍馬と同じ土佐に生
まれました。幼少時より俊才とよばれ、成人し
てから本格的に志士活動を始め、最後は陸援隊
隊長をつとめました。
薩長同盟の結成のために奔走し、土佐藩と薩
摩藩を結びつける会談を催したり、土佐藩その
ものを本格的に取り組むための運動を展開す
るなど、雄藩連合による武力倒幕に取り組んだ
新太郎は、まさに幕末の象徴する存在と言える
でしょう。しかし、慶応 3 年 11 月 15 日、龍
馬と京の宿屋「近江屋」にいた新太郎は、突然
踏み込んだ刺客に襲われ、龍馬と共にわずか
30 歳の若さで命を奪われてしまいました。こ
の悲劇の志士、新太郎が残した言葉が『志とは、

目先の貴賎で動かされるようなものではない。
□委員会報告
いま賤しいと思えるものが明日は貴いかもし
れない。君子となるか小人となるかはみずから
の中にあるのだ」というものです。激動の世で
みずからの志を通した人物。王政復古が発せら
れ維新の夜明けを迎えたのは二人の死からわ
ずか二十数日後でありました。
会長の時間でした。

□幹事報告

外山 俊明

○都城ＲＣ…ＩＭ ご協力のお礼
○韓国 ナザレ園 園長 宋 美虎 …
韓国の住所システムが変わった為
住所の記載が変更のお知らせ

６ヶ年

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育振興基金 奨学生

柳原 大樹さん

□クラブ報告
○ 3/26（水）４月定例理事会
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□ＳAA 報告
別紙に掲載しております。
◎今後のプログラム
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□本日のプログラム

＊プログラム担当

こんにちは。
約１０年ぶり位に、卓話の時間をいただきまして、今日は私の
体験したお話しをしたいと思います。余り興味が、ないかもし
れませんが聞いてください。
私は、平成２年に、この西ロータリークラブに入会させてい
ただきました。初代会長、妹尾先生が、私の親父にクラブへの
入会の、お話しをいただきまして、私はその代理として入会致
しました。
その頃は、今町の和光と言うところで例会がありまして、非常
に敷居が高くて、自分でも、真面目な会員だったと思っております。ロータリーに出席して最
初に話かけて、いただいたのが、河中会員でございました。とても優しく、お話しいただきま
した。今、と言うか、前から思っていたんですけれども、河中さんは、その頃、今の私と同じ、
５０代だったわけです、が、今もそのころと、変わらないような気がいたします。西クラブの
皆さんそうなんです。 ７５,６歳なっても、お若いし元気、もし自分が 75,6 歳なって、あれ
だけの元気があるのか、自信がありません。しかし、自分も気持ちは、元気でなければいけな
いと思います。
私は、何でもチャレンジするんですが不器用な
所がありまして、昨年夏にも、背骨を折って、救
急車で医師会病院に運ばれました。頚椎骨折、ほ
か 5 本折りました。初めての経験で、頚椎骨折
はきつい。二週間全く動けませんでした。医師会
病院から倉内病院に転院するときも、救急車で運
ばれました。
また１０年前ですがパラグライダーで墜落し
て、入院したこともあります。友達が、三股に地
上 500 メートルの高さの山を買いましてその頂
上に基地を作り、そこから上空へ飛ぶんです。最
初は、一人では無理ですから、タンレムと言って
プロと二人で飛ばしてもらいます。山の頂上に自
分が立ち、そのすぐ後ろにプロが立ち、翼は後ろ
に平に広げます。私のすぐ後ろのプロが、下から
の、少しの風を感じると、左右のひもを同時に引
っ張って、翼を広げゴーと言葉を掛けてくれるん
です。３歩あるくと空中です。体は風を感じます、
飛行機の窓から見える上空と一緒で、止まってい
る感じです。下を見降ろすと、家や田んぼが小さ
く見えます。

パラグライダーの操縦は、右のロープを引けば右、
左のロープを引けば左に、行きます。必ず、片方を
戻してから、どちらか引かないと、高度が下がりま
す。向かい風が強すぎると、どんどん高度が上がり
ます。プロは 500 メートルから離陸して、1000
メートル近くまで上昇します。高度を下げたいとき
は、一瞬ロープを左右同時に引くと下がります。私
が墜落したのは、着陸前、左下にあった木を見てし
まったんです。何かを見ると、わずかに重心がずれ
て、そちらに傾く、傾くとそちらに行くという、習
性があります。
怖くて手がちぢみ、ちぢむことで手が、ロープを、左右同時に引いたことになり、翼がしぼみ、
急降下し墜落し、どこか地上に激突し、骨折するということです。慎重に操作しなきゃいけま
せん。
失敗を恐れていては、何もできません、が、失敗には、必ず原因があります。しかし、リス
クのない所に、 成功は、ありません。
これからも、仕事に趣味に、恋愛にチャレンジしたいと思います。

□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
外山 俊明･･･柳原さん卒業おめでとうございます。進学先でのご活躍を期待します。
中村 静美･･･卓話させて頂きありがとうございます。
平川 靖三･･･皆勤賞ありがとうございます。
◎米山記念奨学会◎
小坂泰一郎･･･河中委員長 遅くなりすいません。
◎４０周年準備金◎
小坂泰一郎･･･柳原さん 大学でも頑張って下さい。
小坂泰一郎･･･中村 静美さん楽しい卓話ありがとうございました。

