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「年男にあたり思うこと」

太田 有彦
（昭和 40 年 4 月 1 日生）

　今年48歳の年男、巳年生まれ。

子どものころから「へび年生ま

れ」という言葉は僕に「将来はお

金持ちになれるんだ」という、変

な自信を与えてくれました。まぁ、

その通りにはなれませんでした

が。

　いままでの48年、本当にいろんなことがありました。

振り返ることが多くなったのは年のせいだとは思います

が、道半ばの今、まだまだ、いろんなことを体験したいと

思っています。若いころとは立場や背負うものも違い、

同じようにとはいきませんが、その代わりに得たものが

多くあります。それらを最大限に活用して、さらに自分を

成長させてみたい。青臭いようですが、それが僕の目標

です。3年ほど前に「笑顔」を自分の生きるテーマと決め

ました。そこから逸れることなく「太田有彦らしく」居る

こと。

　就職するとき（もう25年以上前ですが）、当時のバイ

ト先の社長から、「太田君、これからは機械の時代が来

る。でもな、俺は必ず『人間の時代』がいつかまた来る

と信じてるんだ」と言われたことは今でも心のどこかに

いつも抱いたまま居ます。

　この時代の中、「人間臭く」居ることは難しくも思え

ます。感情や情緒など言っていられないほど速い時代。

でも僕も、今は亡くなられたあの社長と同じように思い

続けたいと考えています。もっと言うならば「日本人らし

く」。

　さて、重苦しいことはこれくらいにして、今年の目標。

まずは身体を作り直すこと。先日、スポーツジムに通っ

ていた頃のデータが出てきたので、これを目標にしま

す。何事も身体がしっかりしていないと、力が発揮でき

ないと思いますので。

　とにかく、廻りの環境がどうあれ、他人がどうあれ、

結局は自分の競争相手は自分自身なのだと思います。気

づくのが遅いとは思いますが、今年はしっかり自分を確

立できるように励みたいと思います。

　最後に、僕が以前、大好きなボサノバのシンガーにも

らって、とても救われた言葉を添えます。

Ninguem nao pode tirar seu sorriso 

(あなたの笑顔は誰にも奪えない)。
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年男からのメッセージ③

３月理事役員会報告（3月18日）

1．新会員および職業分類新設の件
　　…承認。全会員へ通知する。

・池
いけ

　盛
もりたか

孝氏…㈱アスナルコーポレーション　代表取締役
 （職業分類：経営コンサルタント〈新設〉
　推薦：米沢　寛、木村道明）

・谷村庄太郎氏…㈱谷庄　代表取締役
 （職業分類：古美術販売〈新設〉　推薦：米沢寛、松本浩平）

2．金沢東RC55周年実行委員会組織表の件
　　…原案通り、承認

3．その他

・東京東RCの4/19例会に、会長・幹事・55周年実行委
員長・友好部会長がPRと打合せに訪問予定

３月は識字率向上月間です



奉仕を通じて平和を  Peace through Service

〈 3月例会メニュー 〉
25日 〈洋食〉牛フィレ肉の網焼き仕立て　春の山菜を添えて

❖ 3 月 25 日（月）例会❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile Sing a Song”

■本日の卓話
 3 月25日 ㈱庵　代表取締役社長　梶

かじうら

浦秀
ひ で き

樹氏
 「美しい日本を次の世代へ」
 ー町家・再成を軸とした「暮らすように旅する」

 　新しい観光まちづくり

■例会卓話予定
 4 月  1日 ㈱浅田屋　代表取締役社長　浅

あ さ だ

田久
きゅうた

太氏
（金沢東RC）

 「ホスピタリティの環境作り」
 4 月  8日 NHK金沢放送局長　小

こ じ ま

島伸
の ぶ お

夫氏（金沢RC）
 「未定」
 4 月15日 やわたメディカルセンター副院長　勝

か つ き

木達
た つ お

夫氏
 「心臓が悪い⁉　だったら運動しましょう」
 4 月22日 未定
 5 月13日 中日新聞北陸本社　編集局長　澤

さ わ き

木範
のりひさ

久氏
（金沢東RC）

 「新聞よもやま話」

■ おめでとう（敬称略）
◎２月年間皆出席祝

35 ヵ年　不破　幸夫  24 ヵ年　山﨑　修二
12 ヵ年　厚見　正充

■ ニコニコ Box（敬称略）
根布…本日の卓話講師に金沢リトルシニア野球協会の神田

監督をお迎えしました。角中選手や大松選手などの陰
の努力や逸話など、興味深いお話をいただけると思い
ます。

向井…3/12に初孫が誕生しました。男の子です。昨日、娘と
ともに産院を退院し、我家にて養生しております。１ヵ
月間、楽しく過ごせそうです。

累計　1,100,870円

❖ 3 月 18 日（月）例会報告❖

■出席率報告
 3 月  4日 63 ／ 95　ホームクラブ　66.32％
 2 月25日 77 ／ 94　補正出席率　　81.91％
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員2名）

◆第2回グリーン会ゴルフコンペ
日　時：3月30日（土）　8:03〜
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆金沢8RC新旧幹事会
日　時：4月5日（金）　13:40〜
場　所：金沢都ホテル　5F
出席予定者：小池田康秀、鏑木

◆次年度打合せ会
日　時：4月8日（月）　18:30〜
場　所：石亭

◆次年度第１回クラブ協議会
日　時：4月15日（月）　13:40〜14:40
場　所：金沢スカイホテル18F

◆55周年第５回実行委員会
日　時：4月15日（月）　18:00〜
場　所：金沢国際ホテル　2F「羽衣」
会　費：5,000円

◆4月親睦委員会
日　時：4月24日（水）　18:30〜
場　所：京澤
会　費：5,000円

◆金沢百万石RC15周年例会
日　時：4月25日（木）　18:30〜
場　所：ホテル日航金沢
出席予定者：米沢、山岸、小池田康秀

◆第3回グリーン会ゴルフコンペ
日　時：5月11日（土）　8:45〜
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆河北RC40周年例会
日　時：5月11日（土）　15:00〜
場　所：金沢エクセルホテル東急
出席予定者：米沢、山岸、小池田康秀

◆金沢東RC55周年特別例会のご案内
日　時：5月20日（月）
　　　　　16:00〜　記念講演「日本人の誇り」
　　　　　　　　　　　お茶の水女子大学名誉教授 数学者 作家
　　　　　　　　　　　「国家の品格」著者　藤原正彦氏
　　　　　17:30〜　特別例会
　　　　　18:30〜　記念ステージ・懇親会
　　　　　　　　　　　カウンター・テナー歌手　米良美一氏
　　　　　21:00〜　二次会「金沢雅楽」（西・主計町芸妓衆）
会　場：金沢国際ホテル
※二次会は懇親会終了後21時より浅田屋高尾店にて、お一人

様10,000円にて申し受けます。
※講演会はメンバーのご家族・会社の社員の皆様の聴講も歓迎

いたします。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.


