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1 月 行 事

カレンダー略記の注釈）
 ・MD 複合地区 ・周年 結成５０周年記念大会
 ・R リジョン ・ＭＣ マーケッティング・コミュニケーション
 ・Z ゾーン
 ・G ガバナー
 ・ZC ゾーンチェアパーソン
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第３事業(五献)委員会

理事会

令和３年新春ゴルフ大会

中止 第一例会(通常例会)

第１運営(PR･IT･編集)委員会

　中止 第二例会

　結成50周年記念誌部会

理事会

中止 第一例会

計画委員会・式典部会合同

中止 第二例会

理事会

第一例会

第二例会　献眼者慰霊祭

献血活動(さくらまつり)

　20-21年度薬物乱用防止教育認定講師養成講座

　理事会

結成５０周年例会

第二例会

地区年次大会

1 2 月 出 席 率 1 月 出 席 率

第一例会 12月10日 67.39％ 

第二例会 12月17日 76.09%

第一例会 11月12日 中止 

第二例会 11月26日 中止 

会報誌
電子版

　 　 ク ラ ブ カ レ ン ダ ー （2月11日現在での行事結果と予定です。予定は以後追加変更されることが御座います。）



１２／１２　記念事業　ライオンズデッキ除幕式

除幕式とキャンドルナイト
　１２月１２日、晴天の中に尾張旭駅前で周年事業で
あるライオンズデッキの除幕式が開催されました。完
成したライオンズデッキを尾張旭市に正式に寄贈する
式典です。コロナ影響下で簡素な中にも盛大に行う事
が出来ました。式典の最後にこけら落としとして、聖
カピタニオ高校ダンス部によるダンスと、井田地区打
ちはやし保存会の演奏、無二流棒の手の演舞が行われ、
寒空の中にも迫力の熱演となりました。
　また早速同日夕刻には、尾張旭市観光協会主催の尾
張旭駅前キャンドルナイトが、コロナ対策を徹底しな
がら実施され、そのステージとして利用されたライオ
ンズデッキは、数多くの市民にご覧いただくことが出
来ました。

以下はキャンドルナイトの様子です。

会長の時に尾張旭ライオンズクラブ歴代会長幹事の名鑑
を作らせて頂きました。若杉会長より後の名鑑を作って
欲しいと頼まれましたが、自分の体調を考えると、良い
返事ができず心苦しく思っていました。今は元気になっ
て来ましたので、５１代から１００代までの名鑑を私の
最後の奉仕として心を込めて作らせて頂きます。

印場駅前　交通安全啓蒙塔リニューアル

　去る１２月５日、印場駅前　交通安全啓蒙搭リニューアル
のお披露目式が開催されました。この啓蒙搭は平成１０年
１２月に尾張旭ライオンズクラブが寄贈したもので、この度
市役所によりリニューアルと新しい標語を掲げて頂きました。
ライオンズクラブからは若杉会長、森市長、佐藤委員長始め
４名が参加。お披露目の後には、約２０名の交通少年団の子
供達と共に交通安全キャンペーンもに参加致しました。

瀬戸LC合同ゴルフコンペ　PR・IT・編集副委員長　Ｌ纐纈　敏弘

　１２月４日（金）秋晴れのような天気の中で瀬戸・尾張旭
ライオンズクラブ親善対抗ゴルフ大会が開催されました。
３０名の参加者によるＷぺリアで、優勝は旭ゴルフ部会長の
Ｌ須嵜昭、対抗戦は尾張旭ライオンズクラブが勝ちました。
尾張旭持ＨＤＣＰ戦は、Ｌ秋田昌彦が優勝されました。

新春ゴルフ大会　ゴルフ部会長　Ｌ須嵜　昭

　『明けましておめでとうございます。』という挨拶を交わ
しながら行われました、当クラブゴルフ部会の新春ゴルフ
コンペの模様についてご報告いたします。１月１１日の成
人の日の森林公園ゴルフ場（西）は、成人の日を祝うかのよ
うな晴天に恵まれ、総勢１６名が今年のゴルフを占うべく
競い合いました。私はゴルフ部会長として、幹事のＬ鈴木
雅文と共に参加者全員分の食パンを用意し、「下に厚くせよ」
との諸先輩からのご注文を忠実に守り、その通りの報償設
定にしました。ところが、あろうことか！図らずも部会長
を務める私がなんと優勝をしてしまいました！「下位に厚
く、お正月だから、皆さんに喜んでもらおう、いつも上位に

来る人にはここは大きな気持ちで我慢して頂こう」との報
償設定で、優勝者には少なめに・・・との試みでしたが、部会
長自ら薄い優勝賞金を頂き、ハンディを遠征ゴルフを前に
８つも減らすという失態？に、コロナ禍で賑やかな表彰パー
ティは出来ませんでしたが、それを割り引いても参加者の
少し冷めた拍手は私の心に刺さりました。でもまた頑張り
ます。皆さんご参加ありがとうございました。

結婚周年おめでとう

３５周年・・・Ｌ出崎浩貴　出崎小百合様
３５周年・・・Ｌ花村利光　Ｌ花村紀代美
１５周年・・・Ｌ水野真吾　水野真理子様

誕生日おめでとう

Ｌ伊藤　健一　　S18.12.5 (７７) 未
Ｌ金田　満豊　　S22.12.9 (７３) 亥
Ｌ内田　敏介　　S22.12.11 (７３) 亥 
Ｌ日比野和雄　　S25.12.20 (７０) 寅 
Ｌ三宅　郁馬　　S39.12.23 (５６) 辰
Ｌ服部　正勝　　S23.1.2 (７３) 子
Ｌ森　　和実　　S25.1.8 (７１) 寅
Ｌ佐藤　勝美　　S27.1.10 (６９) 辰　　古稀
Ｌ森下　鉾二　　S12.1.15 (８４) 丑 
Ｌ服部　由正　　S23.1.21 (７３) 子 
Ｌ水野　真吾　　S50.1.24 (４６) 卯
Ｌ太田　武人　　S15.1.25 (８１) 辰
Ｌ出崎　浩貴　　S36.1.30 (６０) 丑　　還暦

奥様誕生日おめでとう

Ｌ伊藤　愛子　（Ｌ伊藤　健一）　12.2
秋田　初枝様　（Ｌ秋田　昌彦）　12.6
Ｌ柴田　桂子　（Ｌ柴田　浩二）　12.9
陣矢　恵美様　（Ｌ陣矢　幸司）　12.9
鈴木麻里子様　（Ｌ鈴木　清章）　12.15
Ｌ渡辺恵美子　（Ｌ渡辺　政男）　12.25
畠山こずえ様　（Ｌ畠山　義光）　1.10
森　　法子様　（Ｌ森　　和実）　1.18
Ｌ近藤千代子　（Ｌ近藤　高史）　1.26
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除幕式　市長祝辞　尾張旭市長　森　和実様

　尾張旭ライオンズクラブが結成から５０周年を迎え
られ、ここに記念メインアクティビティとして、ライ
オンズデッキ（多目的ベンチ）の除幕式が盛大に開催
されますことを、心からお祝い申し上げます。
　貴クラブは結成以来、長年にわたって「奉仕」の精
神のもと、様々な活動に積極的に取り組まれ、今やそ
の存在は、本市のまちづくりには欠かせないものとな
っております。これもひとえに会員の皆さま方のたゆ
まぬ努力の賜物と、敬意を表するところであります。
　そうした中、市制５０周年を迎える本市に対して、
当デッキを寄贈いただくこととなり、深く感謝を申し
上げます。
　思い起こせば、貴クラブからは、これまでにも数多
くの寄贈をいただいてまいりました。市制４５周年の
際には、市役所庁舎内に子どもたちの遊具として「あ
さぴーパティオ」を、市制４０周年の際には、旭前駅
前広場に県の指定文化財である「棒の手」のブロンズ
像等を寄贈していただきました。
　さらに、昨年の４月には、市民の新型コロナウイル
ス感染症対策のため、いち早く「消毒液」の寄附もい
ただくなど、地域社会の福祉向上にも多大な貢献をし
ていただいております。
　きっと今回のデッキも、尾張旭駅前広場の目玉とな
って、多くの市民の皆様や駅利用者が集う場所として
利用され、尾張旭駅前ににぎわいをもたらしてくれる
ものと確信しております。
　このため今後とも、貴クラブの高い見識と豊富な経
験による御支援を賜りますとともに、結成５０周年と
いう節目を契機に、より一層地域社会を牽引していた
だくことをお願い申し上げます。
　最後になりましたが、貴クラブのますますのご発展
と、会員の皆さまのご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、
お祝いの言葉といたします。

５０周年記念大会委員長挨拶　Ｌ太田　武人

　お早う御座います。
　本日は師走のお忙しく又寒い中尾張旭市長様、市議
会議長様を始め、ご来賓の方々、そしてライオンズク
ラブのメンバーの皆様のご出席を賜り、誠に有難う御
座います。
　ライオンズクラブでは５年ごとにメイン式典等を行
なう慣例があり、その中で５０周年はゴールドアニバー

らがいいな、じゃあ交渉に向かう場合はこうだな、あま
り気負っちゃいかんな、など運勢には干支にあった一日
の日課が書いてあります。それを私は大事に信じて、一
日の行動に反映しております。運勢を見たら新聞をも
う一回戻して、５ページ目の社説を読みます。社説を
読んで、今日の中日新聞はこういうことを皆さんに訴
えているな、世界情勢もそこでだいたいわかります。
それが「一読（いちどく）」です。
　「十笑（じゅっしょう）」。笑う門には福来たるという
言葉がございます。やっぱり人間は怒ってばかりでは
いけない。一日に１０回は声を出して笑うように努力
しなければいけない。笑うにも努力です。「十笑（じゅっ
しょう）」、これは必ず行うようにしております。
　それから「百吸（ひゃっきゅう）」。ヨガでもそうですが、
太極拳で腹式呼吸があります。腹式呼吸は体内の筋肉、姿
勢を整える動作ですので、これを一日に何回も行えば、体
が自然とそれについてきます。ただ吸って吐き出すだけ
ではなく、吸うときも思い切り時間をかけて吸う、止めて、
スーと時間をかけて吐き出す。その時にただ吸って吐き
出すだけでなく、吸ったときに肛門を引き締めると、一段
と弱いところが強くなります。この「百吸（ひゃっきゅう）」
も、皆さんにも心得ていただきたいと思います。
　それから「千字（せんじ）」。やはり皆さん日記を書い
ていますか？というけれども、私もずっと挑戦しまし
たが、日記というのはいつでも途中で止まってしまう。
なぜかというと２～３日書かないと忘れてしまう。昨
日の晩何食べましたか、と聞かれてまだ覚えていれば
よいですが、忘れるともう日記どころじゃなくなる。やは
り仕事でもそうですが、手帳にちょっとメモを書く。それ
を夜、まとめるにも千字近くの字を書くようになります。
字を書くという事は、字を忘れないという事にも関係し
ますので、これを大いにやっていただきたい。
　それから最後の「万歩（まんぽ）」。人間は努力して
万歩歩かないといけないよ、と言いますけど、なかな
か齢をとってくるとそれが半分になり、三分の一にな
りと、数が少なくなります。けれどもそれも体力に応
じた運動ですので、大事だと思います。
　このように字に数字をあてはめて一日の工程をやっ
て繰り返し、今日に至っております。もしも皆さんも
やってみようかということでしたら、一つ宜しくお願
いして、今日の私の健康についてのお話を終わりたい
と思います。どうもありがとうございました。

会員スピーチ　Ｌ西井　隆一

　皆さんこんにちは。ご指名頂きまして久しぶりに壇
上に上がらせて頂きました。私の自己紹介をお話しさ
せて戴きます。
　私、昭和２５年の虎年、５月２２日に生まれまして、
今年で７０歳になりました。ゴルフ場も後期高齢者で
千円ほど皆さんより安くプレイさせて頂いております。
　出生は大阪、門真市というところで、パナソニック
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の本社ある所です。でも大阪と言っても門真ですので、
生まれた頃はアスファルト舗装が無くて砂利道だった
です。農家百姓が多くて、レンコンの蓮池ばかりで本
当に田舎でした。今は地下鉄が来ている位の街になっ
ております。私の友達でも、昔は呑百姓の息子が学校
に入るのにお金が無くて借金したのが、卒業する時に
はすごい家を建てているという人が結構おりました。
今でも五反ほど持っている人が同級生におります。一
時に比べれば地価もだいぶ下がっておりますが。
　大学を卒業して、大阪日本橋の正電社という照明器
具専門店に入社しました。２６歳で名古屋に転勤にな
り、３６歳で独立して、今年で会社が３１年目、６５
歳のときに年金を頂かないかんと思って会社を甥っ子
に譲り、今はのんびりやっています。
　大阪には友達は大勢いますが名古屋では親しくして
いる人は仕事がらみのお客様ばかりでした。そんなと
きに、ライオンズクラブに入会したらどうやという話
で、４４歳の時に入会させて頂きました。今年で入会
して２６年を過ぎましたが、商売関係や上下関係なし
で飲み会、カラオケ、ゴルフ、旅行と誘って頂き、ク
ラブのメンバーの皆様と楽しく遊んでおります。この
先、後期高齢者になっても相変わらずお付き合いの程、
よろしくお願いいたします。誠に有り難う御座いました。

会員スピーチ　Ｌ山本　喜重

　皆さんこんにちは。会長よりスピーチのご指名を頂
きありがとうございます。
　何を話すか迷いました。今年は二度も大怪我をして
しまいました。四月初め右手小指の脇を機械で切って
しまい、２０針も縫いました。一週間程度の入院で順
調に回復し退院後は妻と旅に出たりしてゆったりと体
を休めました。
　当クラブのゴルフコンペにも参加出来る様になり喜
んでいたところ、八月中程にまた同じところの怪我を
してしまいました。暑い暑い日の夕方でした。医大へ
駆け込み大出血で大変でした。幸い前の呉先生に見て
もらう事ができ、ほっとしていました。今度の怪我は
右手の小指と薬指、薬指は筋が切れて骨まで削れ、小
指に至っては第二関節で切断しますと言われ、やくざの
世界でもあるまいが８１歳にして指を詰めるとは。今ま
での私の罪けがれの締めくくりかと思い覚悟しました。
　思ったより早く回復かに見えたのに、また熱が３９．２
度も出て骨に黴菌が入り最悪の場合は手首からの切断も
有り得るとの事。抗生物質の点滴を毎日１０日間も打ち、
一日三回５錠ずつの薬を飲み、高熱が出て３９．２度に
なるとうわ言を言うほどで、本当に大変でした。その後
は順調に回復して、少しずつ仕事ができるようになり楽
しみも増えてきています。コロナ禍において自分の好き
な仕事ができることに感謝しています。怪我の折には皆
さんに大変ご心配をかけてすみませんでした。
　話は変わりますが、ライオンズ４５周年記念、金田

サリーとして行われるのが通例でありますが、コロナ
の流行により厳しい状況におかれています。周年の事
業は、台湾樹林ライオンズクラブと尾張旭ライオンズ
クラブの合同事業ですので、除幕式後ステージの写真
とメッセージを添えて樹林ライオンズクラブへお送り
致します。メイン事業の計画と実行に関して、事業部
会の皆様と市役所の方々のお力添えにより、完成する
ことが出来ました。改めて御礼申し上げます。
　ステージは幅広くイベント等に使用されたり、子供
さんの遊び場となったり、又、友達を作る場にも使用
して戴けると思います。
　市議会議長様がお見えですので少しライオンズの活
動をアピールさせて戴きます。
　ライオンズクラブは奉仕団体であり、尾張旭ライオ
ンズクラブのメイン活動として毎年献眼、献血のお願
いをしており、この５０年間に９９名の方が献眼され
ました。市役所の敷地の一角に献眼者のお名前が刻ま
れた碑が祭って有ります。
　他にＬＣＩＦ基金としてドネーションされたお金に
て、大災害の復興支援、障害者への援助、伝染病撲滅
等に使われています。
　最後に本日の除幕式に御臨席戴きました事を改めて
御礼申し上げます。

１月理事会での決議事項
　去る１月７日の理事会での決議事項４件を以下に略
記致します。
・結成５０周年記念大会（結成５０周年記念大会役員
　会上程）
（記念式典）
　　日付の変更はなく４月１０日、正装にて。マリオッ
　　トアソシアホテルでの開催は中止、代替としてス
　　カイワードあさひにて同伴例会とする。
（姉妹提携）
　　周年事業の結果及び式典を行わない旨のお知らせ
　　を送付する。
（来賓登録）
　　出席者の最終人数の決定及びキャビネット・６Ｒ
　　内の挨拶文を送付
（記念誌）
　　周年記念誌の発行部数の検討、例会次第の作成
・上半期予算・実績報告（財務委員会上程）
（運営費）
　　収入 　7,669,705
　　支出 　5,015,238
　　差額 　2,654,467
（事業費）
　　収入 　5,429,012
　　支出 　　831,871
　　差額 　4,597,141
・尾張旭さくらまつりでの献血活動（献眼・献腎・献
　血・骨髄移植推進・聴覚委員会上程）
　　３月２７日（土）１０時～１６時
　　於　スカイワードあさひ１階
　　献血目標　５０名以上
・事務局パソコンの件（会長上程）
　　現在のパソコンを買替。運営費の什器備品費を使用



１２／１０　１２月第一例会
会長　Ｌ若杉　和久　挨拶

　本日も、例会にご出席いただきありがとうございます。
　先回の例会にて少し話題に有りました棒の手につい
て、無二流棒の手保存会の一員としてお話させていた
だきます。尾張旭市の棒の手は愛知県無形民俗文化財
に１９５８年（昭和３３年）指定を市内五流派が受け
ました。その内の一つが、無二流といいます。無二流
棒の手の起源は１３６１年に尾張旭市の一部となって
いる旧新居村を開いた水野又太郎良春が奈良県吉野金
峰山寺の執行吉水院宗信法印から棒術と修験道儀礼を
授けられたのが始まりで、新居村の農民に教え、村の
祝祭に取り入れたものが、今日まで伝承されています。
無二流の名称は水野氏の別名が無二と称されていたこ
とから名付けられたとされています。棒の手に使う道
具は棒と木太刀が主で武器として用いられるだけでな
く、神や先祖の霊のよりしろや、五穀豊穣の祈願ある
いは感謝の象徴となっています。作法や形については、
無二流では左右何れの場合でも前の足を伸ばし後ろ足
を曲げる形をいたしますが、蔵王権現にあやかる姿だ
としてほとんどの演技はこの足型で行います。演技に
先立ち用具を持たない左の手首を一回まわす動作が有
ります。これを「いちがんし」と称し修験者の作法の
一つの「へんぱい」に由来すると言われ、相手に怪我
をさせず自分も怪我をしない作法とされています。こ
のように無二流棒の手は修験者の儀礼を伝承いたして
おります。尾張旭ライオンズクラブから、尾張旭駅前
広場の水野又太郎良春の像、旭前駅では演技（肩受け）
の像、文化会館の陶壁と寄贈いただき、有難うござい
ます。かいつまんで一部の説明をさせていただきまし
た、まだお伝えしたい事は沢山ありますが、本日は尾
張旭ライオンズクラブの皆様に感謝いたしまして挨拶
とさせていただきます。

会員スピーチ　Ｌ伊藤　憲男

　皆さん今日は、本日は私の為にこの様な時間をご都
合して戴き誠にありがとう御座います。少しだけお話
をさせて戴きます、よろしくお願い致します。
　私はＪＣを卒業後すぐに当クラブに入会させて戴き
ました。当時の委員長は小林豆腐の社長さんでした。
今から思うと本当に未熟な自分だったと思います。思
い出して話せば数多くの事がありますが、その中での
一、二点お話しさせて戴きます。

　一点目ですが、私が幹事を仰せつかった年、姉妹提
携１０周年記念で訪台の年度でした。それで乗ってい
く飛行機が小牧空港で着陸をする際失敗しまして飛行
機が炎上して大きな事故となりました。そしてそのこ
とで中華航空の社長が乗ってきた飛行機で台湾に訪問
した記憶があります。そしてその時の樹林ライオンズ
クラブの会長が王国城さんでした。ホームステイで王
さんの自宅で素晴らしい大理石の間で虎（タイガー）
の肉を食べさせて戴きました。また、酒の強い方でタ
ンブラーにいっぱい注いだビールをクッと一気に息も
せずに飲んでみんなで驚いた事でした。
　それともう一点は、ジョギング大会であります。当時
商工会長でしたライオン伊藤一夫さんが尾張旭市とライ
オンズクラブとの交流を深めるため尾張旭市主催では小
規模であったジョギング大会をライオンズクラブが主に
なってもっと地域にＰＲ出来る事業にしようという事で、
私に、お前一所懸命にやってみよ（当時私は商業部会長
を務めておりましたので）と言われまして、その時の会
長がＬ秋田修三、幹事がＬ青山省三で、彼らに相談を致
しまして大変盛大に行われ、その後２０００名を超える
参加者が有るようになった事ですが、そこがスタートと
なりました。今後とも継続の程よろしくお願い致します。
また、その年度の事業で、ペットボトルでロケットを作
って水ポンプで飛ばすイベントを行いました。多数の親
子での参加の元城山球場にて名古屋産業大学の学生にも
お手伝い戴いて行った思いがあります。取りあえずの思
い出話とさせて戴きます。
足掛け４０年在籍させてもらって本当にありがとう御
座いました。家庭の事情によりこの度わがままを通し
て戴きますが、今後ともお付き合いの程宜しくお願い
致します。長い間お世話になり本当にありがとう御座
いました。最後になりますが尾張旭ライオンズクラブ
が地域にとって大切な団体であり、クラブが今後益々
の発展する事と、そして皆様の弥栄を記念して挨拶と
させて戴きます。

会員スピーチ　Ｌ出崎　浩貴

　私のライオン歴
　皆さんこんにちは、会員スピーチという事で、当初
は古い者順と聞いておりましたので、私は下期の方か
な、と思っておりましたら、結構早く順番が回って来
まして、なにをしゃべろうかなと思っておりましたが、
まあ、２年前ですか、私が会長をさせて頂きましたも
ので、ＬＣＩＦについて多少私が勉強したことをしゃ
べろうかなと思いましたが、ここにリジョンＬＣＩＦ
委員ご本人がみえますので、差し出がましいことをす
るといけませんので、その話はいずれまたと致します。
　今日は、私の苗字が「出崎」と申しますが、非常に
珍しい苗字だ、と子供の時には思っておりまして、１
０年以上前になりますが私が調べた時は、愛知県でも
５軒以内という事でした。出身はよく、東京の方です
か、と聞かれますけれども、実は今は多治見市となり

１２／１７　１２月第二例会
会長　Ｌ若杉　和久　挨拶

　突然の例会の変更でも沢山のご参加有難うございます。
　先日の尾張旭駅前広場ライオンズデッキの除幕式に
も多くの参加をしていただき、有難うございました。
周年事業の半分位、終わったように思います。記念事
業部会の藤原部会長、松原副部会長はじめ皆様には感
謝申し上げます。「ありがとうございました」今後も
宜しくお願い致します。他の部会の皆様には、これか
ら色々とご検討、ご意見をお願いします。
　早速ですが、この例会後に周年記念役員会を行いま
す。「和を以て貴しとなす」大いに議論をした上で決まっ
たことは皆で進めていきたいと思います。残念ながら
年末年始はまた自粛ムードが、予測されます。家庭で
の暖かい年末年始を過ごされます様に、笑う門には福
来るといいます、「和顔愛語」和やかに笑顔で愛しく語
らいの場所には家庭が一番と良いと思います。
これを以ちまして、今年最後の例会の挨拶とさせて頂
きます。半年間お世話になりました。下半期もよろし
くお願いいたします。

会員スピーチ　Ｌ長谷川　逸朗

　皆さんこんにちは。私の健康法について語っていき
たいと思います。皆さんも自分だけの健康法を考えて
毎日を過ごしていることと思います。私の自分に合っ
た健康法というのは、一日のサイクルを言葉に出して、
それに数字を当てはめて、それを実行しているという
事に過ぎません。第一に「読（どく）」、それから第二
に「笑（しょう）」、三番目に「吸（きゅう）」、四番目に

「字（じ）」五番目に「歩（ほ）」。これに数字をあては
めますと、「一読十笑百吸千字万歩（いちどくじゅっしょ
うひゃっきゅうせんじまんぽ）」というサイクルで一
日を過ごしております。
　「一読（いちどく）」は、私は中日新聞の愛読者であり
ますが、商売柄、「朝起きは三文の得」ということで５時
半から６時前には必ず起きて、顔洗って新聞を読むのが
日課であります。新聞にもいろいろな記事が載りますが、
読み方も人によってそれぞれ違うと思います。私は、も
らった新聞の今日は何日何曜日を見たら、一旦全部ひっ
くり返し一番最後のページに移ります。そこに「今日の
運勢」があります。今日の運勢に、自分の干支を探し出
して読むことにしております。それによって、今日は先
勝、先負、というように今日は午前中はいいな、午後か
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ました笠原町というところの出身で御座います。そこ
に出崎姓があるのかと、うちのおやじも兄弟二人しか
いなくて、元々の出ではないということで、ちょっと
興味を持ちまして、親父に聞いたのですが、どこかは
知らんと、そこで親父の兄の叔父さんに訊いてみたん
ですね。御祖父さんはどこの出身なんですか、と。そ
したら御祖父さんは判らんけど、御祖母さんは長野県
の松本の出身で、庄屋さんの娘でええとこのお嬢さん
やぞ、御祖父さんはどっちかというと遊び人で、あっ
ちぶらぶら、こっちぶらぶらしておった人らしいと。
　で、松本の方で御祖母さんと知り合って、まあ当然、
大正時代位なので反対されますわね。二人で駆け落ち
して、ずっと南下して来たというところで、本当は名
古屋の方まで行きたかったらしいのですが、途中で落
ち着いた、とまあこんなことだったらしいです。
　でそんな話を聴いて、叔父さんが「お前は御祖父さ
んに似ているなぁ」と言われまして、「どういう意味
や！」と聞き返したら「そういう意味や」と言われま
したので、まあ当たらずとも遠からずという事ですか
ね。というのも私は笠原町の出身ですが、田舎にいる
のが嫌で嫌で、早く出て行きたかったんですね。それ
で高校を卒業すると同時に春日井の方へ行きまして、
そこから名古屋の東別院に行ったのですが、本当に御
祖父さんと一緒で、南下を続けて都会まで来たという
ところですが、そんなあっちふらふら、こっちふらふ
らという生活だったのですが、春日井に住んでいたあ
る時、とあるお坊さんに出会いまして、結構いろいろ
なご示唆を頂きまして、「凡事徹底（平凡なことも徹
底してする）」と教わりました。その時に「お前はど
うしてここにいるのか」と問われまして、若いもので
すから「親父と御袋が好きなことして生まれてきたん
だろ」みたいな。「それはそうかも知れん、ではお父
さんとお母さんはどうして生まれたのか」と問われ、
「それは御祖父さんと御祖母さんが好きなことして生
まれてきた」「そうか、では御祖父さんと御祖母さん
は、、、」とだんだん続いていくんですね。という事
は、父方母方の誰か一人でも欠けるとここに居ないん
だぞ、と。だから、お前がここにいるのは、確かに偶
然かも知れんが、必然でもある。その必然というのは、
ご先祖から生かされているという事だぞ。それを聞い
たときに、妙に腑に落ちまして、それ迄は自分一人で
好きな事やって生きていければいいかな、と思ってい
ましたが、そういった生かされているという意味を思
いまして、ちょっと人間としてのステージが一つ上が
ったかな、と思います。
　まあそんな東別院から尾張旭に来まして、カミさん
と一緒に事業で、会社でしたんで妻の家が。まあそこ
に入って、まあ右も左も上も下も判らぬところへ来た
ものですから、とにかく繋がりが欲しくて、商工会と
か、青年会議所とかいろんな団体にに入らせて頂きま
して、その延長線でライオンズにも入会させて頂きま
したが、非常に良縁に恵まれまして、今までのところ
すごい幸せな人生を歩んできているかな、と思ってお
ります。この良縁を大切にそしてご示唆頂いた「生か
されている」という意味を込めて、ライオンズクラブ
の恒久的なテーマである「ウィ・サーブ」ですね、我々
は奉仕する、ということでこれからも精進していきた
いと思います。今日は本当にありがとうございました。


