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「還暦は新たな旅立ち」
澤木  範久

（昭和 30 年 10 月 24 日生）

　老いた両親を実家に訪ねた折、
本棚に「禅語百選」という本を見
つけた。例えば「柳は緑　花は紅」。
ただありのままの存在がありがた
い。「放下著（すべてを捨ててしま
え）」。釈尊は社会的地位も妻子も
捨てて難行苦行に入り、最後はそ

の難苦行さえも捨てた。苦と楽、迷いと悟りという二項
対立を超える修行が座禅。何もかも捨て、最後は何も持
たぬという意識をも放棄せよ。あるいは「随処作主」。肩
書ある人もない人も、こだわらず自分の置かれた場所で
精いっぱいやれば、真実の命に巡りあえる。またいわく
「真空は空ならず」。「色即是空、空即是色」といっても、
人はとかく空か色のどちらかに偏向する。空に偏すれば
虚無主義に、色に偏すれば現実主義になる。どちらにと
らわれても真空ではない。「偏らない心、こだわらない心、
とらわれない心」。そこに真理がある。
　こうした言葉が、いちいち腑に落ちるようになってきた。
報道に携わって35年。特ダネの喜びも、抜かれた悔しさ
も、知らない文化に触れる感動も、危険地帯に乗り込む
スリルも味わってきたが、最近は興奮への渇望は薄れて
きた。もちろん、例えばジャーナリズムの永遠の宝ともい
うべきスクープの価値を否定するわけではない。競争に
勝っても負けても、結果をありのまま受け入れるように
なったというべきか。
　私生活でも、2人の子が社会人となり、孫も生まれて家
族にひとまずめどがついた。やがて両親をみとるだろう。
それがいつになるかは運命。金沢での暮らしも、ロータ
リーの皆さまとの交遊も、すべては移ろいゆくものだが、
無常に悲嘆せず楽しめる心境である。

　未来への期待は失っていない。60歳は定年。会社との
関係が一区切りすれば、今後はこれまで経験しなかった
世界をのぞいてみたい。還暦は、一回り巡って新たな旅
立ちの時。色失わぬ真空をつかみたい。

「年男にあたり思うこと」
本田  哲哉

（昭和 42 年 8 月 9 日生）

　最初に『年男』となった12歳の時
は名古屋で小学生でした。2回目の
24歳は東京で新入社員、36歳は大
阪で課長、そして今年、4回目の年
男は金沢で支店長として迎えまし
た。こうして振り返ると、今年の抱
負を考える前に、12年後は何処で

何をしているのかが気になります。わが社のほとんどの
社員は50歳を過ぎたところで一旦、銀行を退職し再就職
をします。従って、私自身も12年後のことは全く見当が付
きません。今年高校生になる娘と幼稚児の息子を抱える
身としては、この年になって将来が見えないのは多少な
りとも不安ではありますが、一方では可能性も無限大（さ
すがにプロ野球選手やお医者さんの類は無理がありま
すが）。学生時代に経験したドキドキ感が蘇り、若返った
かのよう感じるのは、恐らく気の所為でしょう。
　さて、昨年の4月に金沢に来て以降、初めて経験したこ
と、久しぶりに再開したものは、フリークライミング、登
山、クロスカントリー、謡・能鑑賞、踊り流し、マラソン
大会（2キロ×2・10キロ）、ゴルフ、カラオケ、お酒（ほぼ
飲めませんが）、お茶屋さん、雪の兼六園、香箱ガニ、ノ
ドグロ、ブリシャブ、8番ラーメン、とりみそ…。今年もよ
り多くの『初めて』や『久しぶり』を体感したいと思いま
す。先ずは北陸新幹線の試乗会で1つ目をクリアー。続い
ては、魚釣り?、弓道?、金沢マラソン?…、引き続き、仕事
も一生懸命、遊びも一生懸命です。あっと言う間に過ぎ
ていく金沢単身赴任ライフ、『亭主元気で留守がいい』と
思ってもらえるよう家庭内も精進します。
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年男からのメッセージ③
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❖ 3 月 30 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30日 金沢商業高校インターアクトクラブ
  顧問　上

う え だ

田正
まさひろ

弘氏  他 生徒達
  「金沢商業高等学校インターアクト部の活動について」

■例会卓話予定
  4月  6日 ㈱ことぶき
  代表取締役　大

おおしま

島淳
じゅんこう

光氏（金沢東RC）
  「最近のブライダル事情」
  4月10日  東京東RC 60周年記念式典に参加
  （4/13昼の通常例会は休会）
  4月20日 ㈲土の味　代表　山

やまうち

内外
と も お

茂男氏
  「未定」
  4月27日  休会
  5月11日  ㈱フルーツむらはた
  代表取締役社長　村

むらはた

端一
か ず お

男氏（金沢東RC）
  「未定」

■ おめでとう（敬称略）
◎ 2 月年間皆出席祝

26 ヵ年　山﨑　修二  14 ヵ年　厚見　正充
   1 ヵ年　粟田　真人

■ニコニコBox（敬称略）
中村…3月25日付で、東京へ転勤することになりました。3

年間という短い間でしたが、皆さんには大変お世話
になり、ありがとうございました。北陸新幹線もでき
ましたので、また、ちょくちょく金沢に来させてもら

います。引き続きよろしくお願い申し上げます。これ
まで、本当にありがとうございました。

山本…当社の本社工場を整備して、新たに『ヤマト糀パー
ク』としてオープンしました。糀を使った発酵食品の
良さを広く世の中に、また次代の日本人に受け継い
でいけるよう体験プログラムを充実させました。手湯
（ハンドバス）につかりに来てください。プルプルに
なりますよ。

高屋…金沢東ローターアクト会員増強、現在25名達成です。
あと5名！30名に向けて、どうかロータリー会員の皆
様のご推薦を何とかよろしくお願いします。

向井…先週の会報で来季の理事・役員・委員会構成が発表
されました。岩木会長、能登幹事のもと素晴らしいメ
ンバーの中、私は親睦担当委員長に指名されました。
日頃のニコニコBOXの内容と、見たとおりの体型で
大変誤解を生じております。本当は小心で社交性の
ない私には「出席・ニコニコ」で精一杯であります。先
の事は考えずに今を一生懸命やりますので、ともかく
ニコニコBOXに皆さんよろしくご協力をお願いいた
します。

　累計　1,212,170円　

❖ 3 月 23 日（月）例会報告❖

■出席率報告
  3月  9日 53 ／ 92　ホームクラブ　57.61%
  3月  2日 79 ／ 92　補正出席率　　85.87%
　　　　　　　　　　　　　（出席免除会員1名）

◆グリーン会ゴルフコンペ
日　時：4月4日（土）　8:31スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」

◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日　時：4月6日（月）　11:30〜
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F
出席予定者：三平、山縣、別川、山岸、竹松、木藤、岩木、
　　　　浅田久太

◆東京東RC 60周年記念式典
日　時：4月10日（金）　16:30〜20:40
場　所：ホテルニューオータニ
※4/13（月）昼の例会はありません。

◆次年度打合せ会
日　時：4月13日（月）　18:30〜
場　所：石亭

◆インターアクト研修旅行報告会
日　時：4月18日（土）　14:00〜16:00
場　所：石川県国際交流協会「研修室4」
出席予定者：谷村

◆次年度第1回クラブ協議会
日　時：4月20日（月）　13:40〜14:40
場　所：ANAホリデイ･イン金沢スカイ18F

◆4月親睦委員会
日　時：4月23日（木）　18:30〜
場　所：JIM HALL（ジム･ホール）
会　費：5,000円

◆金沢RC 80周年記念大会
日　時：4月25日（土）　13:00〜
場　所：石川県立能楽堂及び金沢城址公園内特設会場
出席予定者：別川、竹松、岩木、田中、厚見

◆金沢RC 80周年記念ゴルフ大会
日　時：4月26日（日）　9:00スタート
場　所：片山津GC「加賀コース」
会　費：7,000円（プレー代各自負担）

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

〈 3月例会メニュー 〉
30日 〈洋食〉魚介のミルフィーユ仕立て（蛍烏賊を添えて）

3 月は識字率向上月間です

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

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.

4/13㈪, 4/27㈪ は休会です


