
★司会　川崎ＲＣ   高橋省吾 SAA
　　　　川崎ﾏﾘｰﾝRC 茶谷龍太 SAA
★点鐘　川崎ＲＣ   野中　茂 会長
　　　　川崎ﾏﾘｰﾝRC 安本好勝 会長
★ロータリーソング「四つのテスト」
 ソングリーダー 川崎ＲＣ 　高柳 肇委員長
　　　　　　　　川崎ﾏﾘｰﾝRC 野口四郎 会員

　

小枝義夫　幹事幹事報告

　　　　
1.11月11日(金)・12日(土)地区大会が開催されます。
 前日11日14：00より、「クラブの奉仕活動事例発表」の
 中で、当クラブは「奉仕がクラブを強くする」というテー
 マで、増田敏雄青少年奉仕委員長に発表していただ
 くこととなりました。水辺の楽校や学童野球、ロボット競
 技大会等の活動内容を発表と動画などで実際の様子
 をご覧いただく予定です。
 お時間がございましたら見にいらしてください。

今後の予定

委員会報告

◎ 11月 3日(木) 休会（祝日　文化の日）
          
◎ 11月10日(木)→12日(木)　地区大会へ参加
　　　　　　 集　　合 11：00 JR川崎駅時計台
　　　　　　 現地集合 11：45 ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ

◎ 11月17日(木)「地区補助金
　　　　　　　　 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ申請と有効活用」
　　　　　　　　国際ﾛｰﾀﾘｰ　第2590地区 ﾛｰﾀﾘｰ財団
　　　　　　　　補助金委員会 地区補助金委員会
　　　　　　　　小山 宏明 委員長　

■鈴木慎二郎 地区ロータリー財団100周年記念委員会
　11月5日（土）11：00より、かわさきＦＭに川野正久
　Ｒ財団委員長が生出演されます。
　お時間がある方はお聞きください。　　

北 原 照 久 氏
株式会社トーイズ代表取締役
横浜ブリキのおもちゃ博物館館長

演題『元気が出る話』

スピーカー紹介

＊週報を送ってくださったＲＣ
　　

富津シティＲＣ　　新川崎ＲＣ　

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

会長報告
1.11月27日(日)、川崎駅前赤十字血液ｾﾝﾀｰへの
 支援として、贈呈式及びｸﾗﾌﾞ会員による献血協力
 を実施します。 
 現在、日本国内では少子高齢化の影響で輸血を
 必要とする高齢者が増加。血液の安定供給を行う
 ために若い世代にもっと関心をもってもらえるよう
 啓発活動に必要な備品等を寄贈します。
　是非、皆様ご参加のほど宜しくお願い致します。
2.７クラブ合同親睦ゴルフ大会参加の報告

　　　　　　川崎ＲＣ・川崎マリーンＲＣ　合同例会
　　　　　　川崎日航ホテル　12階　

安本好勝                                           　　会長

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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81.25
茶谷龍太・小峰則明・増田洋一・森野知良
中條藝立・内田秀彰 

●川崎南ＲＣ
　 11/29(火)　移動例会　職場訪問日本理科学工業
　 12/20(火)　夜間例会　年忘れ家族会　18：30～
　 12/27(火)　休会(理事会の裁量により)
●川崎大師ＲＣ
   11/ 2(水)　  例会場変更（11/2のみ）
　　　　　　　　　 信徒会館→金剛閣へ
　 11/9（水）→12(土)地区大会に参加
●川崎中央ＲＣ
　 11/14(月)→12(土)地区大会に参加

ビジター紹介　　　　                                     親睦活動副委員長

安本好勝　会長 

山﨑美津夫
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ありません



　

　　

　　

本日の卓話 『 元気が出る話 』
【講師略歴】

北原照久（TERUHISA/KITAHARA）
株式会社トーイズ代表取締役
横浜ブリキのおもちゃ博物館館長
948年東京生まれ。
ブリキのおもちゃコレクターの第一人者として世界的に知られている。大学時代にス
キー留学したヨーロッパで、ものを大切にする人たちの文化に触れ、古い時計や
生活骨董、ポスター等の収集を始める。その後、知り合いのデザイナーの家で、イ
ンテリアとして飾られていたブリキのおもちゃに出会い、興味を持ち収集を始める。
地方の玩具店などに眠っていたブリキのおもちゃを精力的に収集し、マスコミにも
知られるようになる。
そして、イベントがきっかけで、「多くの人にコレクションを見て楽しんでもらい
たい」という思いで、1986年4月、横浜山手に「ブリキのおもちゃ博物館」を開館。
平成15年11月より6年間、フロリダディズニーワールドにて
「Tin Toy Stories Made in Japan」のイベントを開催。
現在、テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」に鑑定士として出演、また、CM、各地
での講演会、トークショー等でも活躍中。
第24回「2007年ベストジーニスト」受賞2007年度「横浜文化賞」受賞。

　私は、「開運！なんでも鑑定団」に23年間一度も休まず出演しています。出演者の中で皆勤賞は私一人です。
50歳を超えたころから病気の話、薬の話、医者の話ばかりになります。「元気で長生きぽっくり」（GNP）や「ぴん
ぴんころり」（PPK）が誰しも夢です。
　泉重千代さんは皆さんもご存知と思いますが120歳まで生きたとされています。その重千代さん、115歳の時
のインタビューを紹介します。
新聞記者：「長生きの秘訣はなんですか？」
重千代さん：「神様仏さまお天道様に感謝し、ワクワクすることです」「君はどういうことでワクワクするの？」
新聞記者：「恋をするとワクワクします」
重千代さん：「私もそうです」　
新聞記者：「重千代さんはどのような方に恋をするのですか？」
重千代さん：「私は年上が好きで年上の女性に恋をします」
ここには笑いがあります。
　さらに、ご長寿で有名な金さん・銀さんは、「私たちはいくら積まれても裸にはならない」。出演料をいただいた
時は、「お金をいただけるのはとっても嬉しい。老後の蓄えになります」。ユーモアのある言葉を述べました。
　また、昭和天皇が長生きの秘訣を聞かれた際、「柳に雪折れなし」とお答えになられました。しなやかに生きて
いることの現れです。"ぎすぎすせずに柔らかく生きよう、柔らかいものは堅いものよりかえって持ちこたえるよ"
という意味です。
　竹下昇氏は、ボケの第一段階は名前を忘れる、第二段階でジッパーをあげるのを忘れる、第三段階でジッ
パーを下げるのを忘れると言っていました。
  107歳まで生きた平櫛田中という彫刻家の100歳のときの言葉です。
「60、70、はなたれ小僧。男盛りは100から、100から」。
　皆、長寿の方々にはユーモアがあって人を聞きつける魅力やパワーがあります。神様は人間にしかない3つ
のものを与えて下さいました。それは「笑い」と「言葉」と「音楽」です。
言葉で意思疎通ができるのは人間だけです。

【笑い】
　「笑い」をテーマに研究をされている村上一夫さんという筑波大学の名誉教授がいらっしゃいます。その村上
先生が20名の糖尿病患者を対象に1時間にわたり、糖尿病についての講義を行いました。そのあと血糖値を
計ったら全員の血糖値が上がっていました。別の日、同じ糖尿病患者を対象に吉本興業のB&Bの漫才を聞か
せました。すると、全員の血糖値が下がっていました。その実験に参加してなかった糖尿病患者が、こういった
そうです。「そのB&Bという薬はどこで買えるのですか」と。
　またこんなお話をされました。
　仲のいい何でも話ができる父と息子がいました。その息子が成人し彼女を連れてきました。息子は、「僕はこ
の娘と結婚しようと思っています」と父親に告げました。しかし、父親は「その娘は駄目だ。その娘は俺の子だ」
と言って諦めさせました。しばらくして、別の女性を連れてきました。そして父親に結婚したいと紹介すると、父
親はまた、「その娘も駄目だ。その娘も俺の子だ」と言って諦めさせました。しばらくして、別の女性を連れてきま
した。息子は、「今度こそ、この娘と結婚したいです。大丈夫ですよね」と尋ねました。すると父親は、「すまん。
息子よ。その娘も俺の子だ。結婚は諦めてくれ」と言いました。頭に来た息子は、「あんまりにも酷すぎる。外に
3人も娘がいるなんて」と母親に暴露してしまいました。すると、「大丈夫。あなたはその3人のうち誰でも好きな
娘と結婚していいわよ。だって、あなたはお父さんの子どもじゃないから」。
ユーモアの塊です。

＜主な著書＞
　・夢の実現～ツキの10カ条　　・珠玉の日本語･辞世の句　　・出会い 夢 感謝　　
　・北原コレクション ちょっといい漢字　　・こころに響く100の言葉！　など多数
　　
公式HP「北原照久のおもちゃ博物館」より

北 原 照 久 様



　笑いはツキを呼びます。たまに「笑うと損をする」という人がいます。本当にそうでしょうか。
あの松下幸之助氏は、運がいい人、ついている人は大体みんな笑顔だと言っています。ついていない人はい
つも怒り、何か上手くいかないことはすべて他人のせいにします。
　松下幸之助氏の好きな言葉のひとつに「実るほど首をたれる稲穂かな」というものがあります。次に、松下幸
之助さんを師と仰ぐある経営者の話をします。
　大阪から東京までの新幹線の同じ車両にその松下幸之助さんが乗っているのを発見し、同じ空気を吸うだけ
で嬉しくて興奮してドキドキ状態でした。ふと、彼はみかんが好きということを思い出し、みかんを買って幸之助
氏のところに行き「あなたの本は全部読んでいます。そこでみかんがお好きと聞いたので、ひとつお持ちしまし
た」と渡したところ、「ありがとう」と言って受け取ってくれました。幸之助氏が新横浜で降りる際、もう一度その方
に、「ありがとう」と言ってくれました。その方は、本当に嬉しくて感動してしまいました。
「あの松下幸之助さんが言っていることはすべて本当だ」と。感動に胸を躍らせながら、ふとホームを眺めると幸
之助氏は私の目を見て深々と頭を下げその方が見える限りずっとお辞儀をしていたそうです。涙が止まらな
かったそうです。そのあと会社に帰ってすぐ、「うちの電気製品を全部松下電器に変えろ」と指令を出したとか。

【言葉】
　僕は、言葉のコレクターです。毎日フェイスブックで、「今日の言葉」を発信しています。その中で二つ、
『運がよくなる魔法の言葉』をお教えします。ずっと幸運が続く人はいません。でもどんな時でも、『感謝』、そし
て『ありがとう』の言葉があなたに運をもたらします。いつどこでも、何があっても、この感謝とありがとうの言葉を
持ち続けるのです。良い時は、『感謝』。悪い時は、『ありがとう』。この二つの言葉を心に抱きつづけて、つねに
「ありがとう」と口に出してください。そして、月、太陽、神様に祈ってください。あなたの人生は間違いなく上向き
になります。人生は出会いがすべてです。良い出会いは波動をあげます。そして、類は友を呼ぶといいます。
神様、お天道様に感謝し、祈りを加えると、いい人との出会いがあります。
愚痴や不平不満から、良い出会いは訪れず波動は下がったままです。自分が感じるすべてのものに感謝し、
“ありがとうございます”と感じて欲しいのです。高い波動の人同士が出会い、引き合うのです。
　「体は食べ物で作られます」。
　「心は聞いた言葉で作られます」。
　「未来は話した言葉で作られます」。　
悪い言葉や愚痴、自信のない言葉は言霊となって飛んでいくのです。
ゴルフで、「ここはいつもOB」と言えばOBになります。「バンカーは苦手」と言えばバンカーに入ります。自分は
ツイていないという人にはツキは巡ってきません。出来ませんという人が出来るようにはなりません。また、お金
がないからできません。という人はお金があってもできません。
　バージンアトランティック航空の創始者、リチャード・ブランソン氏の著書の中で「挑戦しなければ何も得られな
い」、「我々は誰もが世界を変えられる」という言葉に日本人の若者が動かされ、翌日、ブランソン氏に会いにイ
ギリスへ飛び、運よくブランソン氏に会うことができました。若者は、本を読んで挑戦しに来たことをと伝えました。
ブランソン氏は、若者のことを気に入ったのか自身のプライベートアイランドで行われた、世界の大富豪（24名
しか参加者がいない）のパーティーで、「素晴らしい日本人」としてその日本から来た若者を紹介しました。
　私の講演後、懇親会の席での話ですが、「君には長生きをしてほしい」と言ってきてくれた経営者の方がいま
した。そして、ある一枚の写真を見せてくれました。摘出した肉の塊、「癌」でした。
その方は、「３回がんの手術で得た経験から、君に言葉をプレゼントしたかった」と仰いました。
60歳の時、調子が悪いので幼馴染の医者に診てもらいました。「なんでもいいから言えよ」と友人に聞いたら、
「お前、癌だよ」と回答が返ってきました。その時は、「腰が抜けた」そうです。椅子から一人で立ち上がれませ
んでした。その医者は「俺が手術するから入院しろ」と言いました。その時、自分の人生はもう終わりだなと感じ
たそうです。数日後、別の友人がお見舞いに来て、「あの先生、大丈夫だと言ってたよ」と伝えられましたが、内
心は「気休めを言うな」と怒りまで込み上げてきました。そんな時に、友人の医者からもらった言葉が、「万象肯
定、万象感謝」です。（起こったことをすべて肯定して、起こったことにすべて感謝しなさい）という意味です。そ
の言葉を受け止め、癌になったことを肯定して全てのことに感謝するようになりました。その結果、癌も完治し、
退院することができました。社員からは、「社長の悪性の癌と悪性の性格、すべて摘出してもらったようだ。その
結果、今までと全く違う感謝型の人間になった」と噂されました。もちろん、会社はその後、急激なスピードで増
収増益をしていきました。
70代にまた癌になって、「これでまた会社の売上があがる」と感謝したそうです。

【音楽】
　私は昭和２３年、京橋で生まれ育ちました。若い頃はまだ、街中に傷痍軍人がおり、焼け残った家もたくさん
ありました。こんな戦後の困窮から日本はどうして立ち上がることができたのでしょうか。私は、「そこに歌があっ
た」からだと考えています。青い山脈があり、チャンチキおけさがあり、おとみさんがあり、りんごの唄があったか
ら元気になれたのだと。
昭和20年、りんごの唄を誰に歌わせようか、作詞：佐藤ハチロー氏、作曲：万城目正氏をはじめとしたメンバー
は悩んでいました。なぜなら、終戦直後の日本に元気を吹き込むために作られた歌だったからです。そこで白
羽の矢が立ったのは、歌唱力のあった並木路子さんでした。しかし、彼女はこの戦争で母と兄と婚約者を亡くし、
人を元気づける歌など歌えないと断りました。そんな彼女が「上野に行ってみなさい」と言われ、上野で年端も
いかない少年が靴磨きをしている姿に出くわしました。「坊や幾つかい？」と尋ねると、「そんなの父も母も死ん
でしまってわからない」と答えが返ってきました。その時、「悲しいのは自分だけでない、自分には歌がある」とり
んごの唄を歌う決意をしたそうです。
＜りんごの詩＞
　赤いリンゴに　口びるよせて　だまってみている　青い空　リンゴはなんにも　いわないけれど
　リンゴの気持は　よくわかる　リンゴ可愛(かわ)いや可愛いやリンゴ
　あの娘(こ)よい子だ　気立てのよい娘　リンゴによく似た　かわいい娘　どなたが言ったか　うれしいうわさ
　かるいクシャミも　とんで出る　リンゴ可愛いや可愛いやリンゴ
　朝のあいさつ　夕べの別れ　いとしいリンゴに　ささやけば　言葉は出さずに　小くびをまげて
　あすもまたネと　夢見顔　リンゴ可愛いや可愛いやリンゴ



クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

◆山﨑会員
　初めての合同例会参加です。
　皆さん宜しくお願いします。
◆鈴木会員
　来る11月5日(土)、11：00よりかわさきＦＭ
 「ユッキー先生の元気が出る土曜日」という番組
　で川野正久Ｒ財団委員長が生出演されます。
  　40分程度の放送ですので、皆様ぜひお聞きくだ
　さい。
◆安本会長・宮本副会長・小枝幹事
  本日は、野中会長ほか、川崎ＲＣの皆様、宜し
　くお願いします。
　北原照久様、本日の卓話楽しみにしています。

◆河口会員
　本日の合同例会宜しくお願い致します。
　北原さん、本日の卓話楽しみです。
◆小山会員
　本日の合同例会、宜しくお願い致します。
  　野中会長、来月の卓話お世話になります。
◆伊藤秀司会員
　本日は宜しくお願い致します。
◆秦会員
 　合同例会も一年ぶりですね。
　今日の合同例会大変お世話になります。
　北原照久様の卓話楽しみです。

東日本大震災義援金　     0　円

　　　累計金額 　　 12,006　円
本日のニコニコ　　   9,000　円

　　　累計金額  　 345,566　円

　歌いましょうか　リンゴの歌を　二人で歌えば　なおたのし　みんなで歌えば　なおなおうれし
　リンゴの気持を　伝えよか　リンゴ可愛いや可愛いやリンゴ

　私は、51歳からギターをはじめました。そして、湘南にあるテニアンというバンドと一緒に活動しています。その
中で、私の父が好きだった「侍ニッポン」という歌をお聞かせします。
＜侍ニッポン＞
　「人を斬るのが侍ならば　恋の未練がなぜ斬れぬ　伸びた月（さかやき）さびしく撫でて　新納鶴千代苦笑い」　　　
　「昨日勤王明日は佐幕　その日その日の出来心　どうせおいらは裏切者よ　野暮な大小落とし差し」
　「流れ流れて大利根越えて　水戸は二の丸三の丸　おれも生きたや人間らしく　梅の花咲く春じゃもの」
　「命とろうか女をとろか　死ぬも生きるも五分と五分　泣いて笑って鯉口切れば　江戸の桜田雪が降る」これは、
桜田門外の変で水戸藩の戦士が唄った歌で、実はこの歌は、太平洋戦争の特攻隊の愛唱歌でした。
今、よく100年に一度の大不況という言葉が使われます。しかし私は、この100年に一度という言葉をあんまり安
易に使って欲しくないと思っています。この100年に何がありましたか？第一次世界大戦、関東大震災、第二次
世界大戦、原爆…。この100年に一度という言葉を使うことを、私は不況活動と呼んでいます。
　この後、 動画を観ました。「神風特攻隊「命の使い方」～日本人として知っておきたいこと～」という
特攻の父、大西中将が涙ながらに、隊員たちに語った言葉
　「特攻は統率の外道である　もう戦争は続けるべきではない　ただ、アメリカを本土に迎えた場合、歴史に見る
インディアン・ハワイ民族のように闘魂あるものは次々に各個撃破され、日本民族の再興の機会は永遠に失わ
れてしまうだろう」   99％成功の見込みのない作戦、国のため、愛する人のため、未来の日本のために想いは
それぞれだったと思いますが、全員が両手を挙げて賛成したそうです。
では、なぜ見込みのないこのような強行・愚行をするのか
　「いかなる形の講和になろうとも、日本民族がまさに滅びんとする時に当たって身をもって防いだ若者たちが
いた、という歴史が残る限り、500年後1000年後の世に日本民族は再興するであろう」
隊員たちは、この大西中将の言葉を胸に飛び立っていきました。若き命を散らしていった隊員たちの思いが遺
書として最後に残されていました。以下、動画にてご覧ください。

引用：神風特攻隊「命の使い方」～日本人として知っておきたいこと～
https://www.youtube.com/watch?v=5w5TC4ppsIE   (動画)

記 念 撮 影


