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■会長報告 讃岐 武史 会長
　皆さんこんにちは。いよいよ会長最後の1ケ月となりま
した。残り4週間、どうぞよろしくお願いします。
　先週末から本日まで、韓国のソウルで世界大会が開催
されています。今大会は160カ国から50,000人以上の出席
が予定されており、日本からも7000人を超える登録者数

だそうです。大会初日の28日から『ヤングリーダサミット』が開催され、
『平和のための3キロウォーク』が実施されました。当クラブからも奥
パストガバナーが参加しておりますので、時間がありましたら世界大
会の様子でも報告して頂こうと考えています。尚、来年の世界大会開
催地は米国のジョージア州アトランタです。
　次に先週の28日に、日本政府によるポリオ撲滅活動への多大なる貢
献を称え、安倍晋三首相にポリオ撲滅推進功労賞を授与することが
RIから発表になりました。ロータリーや、ビル&メリンダ・ゲイツ財団
等が支援する世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）が中心となって進める
ポリオ撲滅活動に対し、1988年以来、日本政府は実に、553億円を寄
付しており、これは各国政府からの寄付においては、世界第3位を誇り
ます。1988年当時、年間35万件あったポリオの発症数は、2014年に
は400件以下にまで減少しており、このようなポリオ撲滅への大きな
進展に日本も大きく貢献してきた事に対する表彰です。ポリオ撲滅も
あと少しです。
　さて、ロータリーの6月は『ロータリー親睦活動月間』です。どうぞ皆
さん、今月は会員同士親睦をはかって下さい。
　本日の例会は会員卓話となります。どうぞ宜しくお願いします。

■プログラム「会員卓話」 プログラム委員会

・井上　洋一 会員

「酒と女に金を使う奴は、馬鹿だな」
そんな風に嘯きながらも、何処か胸の内で、そうなれる彼

や つ

奴は案外純
粋で、羨ましくも思っていた。
群れるのが得手じゃなく、自分だけの時間を楽しむ学生時代。
新宿界隈や私鉄沿線のジャズ喫茶やライヴハウスが専門で、銀座なん
かフィルムセンター以外、頓と縁がなかった。

それが、いつのまにか・・・

「あら、待ち合わせ？　水割りでよかったかしら」
とびきり目を惹く、と言うのではないが、誰もが美人と認めるママは
そう言って、アルファベットのJの文字がデザインされた丸いコースタ
ーの上にグラスを置いた。
すらりと背が高く、うしろ姿が特に魅力だった。
「水割りで三杯、ロックで二杯、この辺りがお前の適量だな」
就職祝いだと、初めて連れて来てくれた先輩の余計なひと言が、いつ
までも邪魔した。
だから、最初は決まって水割りだった。
店名の「J」は、ママの名前からだ。
「じゅんこ、潤うって書くの」
「あぁ、利潤の潤、潤滑油の潤ですね」
「ムードないわねぇ、それじゃ詩人にはなれないわね」
と、指先でカウンターを弾く。

「J」は、ジャズの頭文字でもあった。
バーやスナックではBGMの定番だが、「J」はレコードを掛けた。
二百枚ほどのアルバムの殆どが所謂「名盤」と呼ばれる代物で、いつ、
どれを鳴らしても、客からの文句は無かった。
「別れた男の持ち物だった」とは先輩の談

はなし

で、本当のところは分からな
いし、知りたくもなかった。

店の奥まで伸びたカウンターには十脚のストゥールが程良い間隔で
並べられ、入口近くで緩やかにカーブして、端から見るとJの字を描い
ていた。
カウンターのJの曲がりが跳ねた先には、電話ボックスがあった。
「シーバスを飲んでる若造が居るだろうって」
電話ボックスの扉を半分開けて、ママが手招きする。
「遅れて済まん。なんだ、こんな早い時間にもうエヴァンスか。A面が
終わったらB面も掛けて貰えよ。一曲目のマイ・ロマンスがいい。終わ
る頃には行けるだろう」

適量は、とうに超えていた。先輩は、来ない。
「今夜はこの曲で、終わりにしましょう」
ターンテーブルを止め、アームを上げる。
「えっ？コルトレーン、まだ二曲目ですよ」
「そう言う気分になる時って、あるでしょ」
財布を取り出して支払いを済ませようとした。
「お代は今度、Mさんから頂くわね。もちろん、倍にして」
そして、直ぐに片付けるから待っててね、と言い残して奥に消えた。
銀座の裏通り、ビルの二階、美人のママと二人、店の鍵をかける。
二十代前半の若造には、銀座で居場所を見つけた様な高揚感が湧き
起こる。

表通りでタクシーを拾う。
「上野でしょ、私は御徒町。送るわね」
と、手を引かれた。
「運転手さん、昭和通りから行って下さいね」
そうママが告げた時には、もう手を握られていた。

私は、現れなかった先輩に、心から感謝した。

バー「ケルン」は、袋小路の突き当たりにある窮屈な二階建てだ。
一階のカウンターは、いつも常連客で空きが無い。
カウンターに座る客の背中を蟹歩きで抜けて二階に上ると、藤城清治
のモノトーンの影絵が迎えてくれる。

「ちょうど一年ですね」
キープは一年、流さないことを条件に先輩がプレゼントしてくれたシ
ーバス。
その日が、リミットだった。
「サラ・ヴォーン、偶然だなぁ。一年前もこの曲だった」
マスターは一度頷き
「バードランドの子守唄、お好きでしたね」
と、続ける。
耳を疑う。
確かに、そんなことを言った記憶はある。
しかし、殊更大袈裟に言ったわけでもなく、せいぜい軽く一言、
「僕、これ、好きなんだなぁ」
何の気もなく漏らした独り言の様なものだ。
それを覚えていて、レコードに針を落としてくれた。
これが、銀座なのか。この人は、プロなんだ。言葉の拾い方が違うんだ。
その夜から、私は度々、この街に生きるプロのさり気ない凄さを垣間
見ることになった。

珍しくカウンターの席が一つ空いていた。
だからと言って、とても若造が座れる雰囲気ではないことくらい、何
度か通って感じていた。うっかり座ろうものなら笑止千万、五十代で
当たり前、四十もせめて後半じゃないと様にならない。
仕立ての良いスーツは、見るからに違う。
「今日は、こちらに」
マスターの手が誘う。
横に居た七十がらみの紳士も「どうぞ」と手招く。
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5月18日例会　会員総数92名（内免除会員4名）
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↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

ここは素直に応じることにしよう。
常連客達は好き好きに、釣りや酒の話を楽しんでいる。
音楽の話も聞こえて来るが、話題は専らクラシックだ。
フルトヴェングラーがどうの、トスカニーニがどうのと。
つまり、カウンターは、そう言う客層なのだ。
政治や仕事の話、よくある上司や取引先の悪口造言の類は、「ケルン」
には馴染まない。
隣の紳士が気遣って話しかけてくれるのだが、借りてきた猫の耳には
余り入らない。
少しばかり残っているのは「山」の話と、焼け跡の「東京」の話。
「年寄りの戯言にお付き合い頂きました。それじゃ、お先に」
と、紳士は立った。

「先ほどの方、分かりますか」
いつの間にかカウンターは、私一人になっていた。
「そう聞かれると言うことは、有名な方なんでしょうね。テレビや新聞
で見る様な」
「そうかも知れませんね。で、誰です？」
「まさか・・・東急の、五島社長さんですか？」
「井上さん、貴方、ちゃんと新聞読んでますね」
マスターは、穏やかに笑った。

会計は終わっていた。
私がほんの少し外した隙に、済ませてくれていたのだ。
残念なことに、その後お会いする機会は無かった。
だから、とうとうお礼は言えず仕舞いになってしまった。

もし、あの場面に酒がなかったら、と思います。
出会いも思い出も、無かったかも知れないと。
私は今、酒を生業としています。
だから、これだけは断言できます。
今日の酒は、やがていつかの思い出のために。
そして、酒にお金を惜しまぬ人は、
間違いなく、善い人です。

遠い昔の・・・創り話。

・髙橋　久志 会員
　5月25日、新入会員とし歴史と伝統ある帯広ロータリー
クラブに入会させて頂きました、髙橋久志です。この場を
お借りして自己紹介をさせて頂きます。私は昭和37年10
月28日生まれで「干支はトラ年、星座は蠍座」と危険な男
にみられますが、学生時代から女性には危険性のない男

という評判でした。生まれは、網走郡津別町で現在の人口は5,600人の
小さな木材の町で育ちました。林業の盛んな町で丸玉産業㈱という大
きなべニア工場があります。学生時代は中学高校と野球部に所属し汗
と涙を流しておりましたが決して誇れる成績を収めることは出来ま
せんでした。高校を卒業と共にALSOKに入社、東京で勤務しておりま
したが父親が亡くなり北海道釧路に戻り勤務することとなりました。
釧路では警備員からスタートし約20年余り勤務しておりましたが、そ
の後、紋別・北見、そして今回4月1日付、帯広支社に着任しました。十勝
にきて2ヶ月経ちますが帯広の農家さんの大きさ、街に活気があるの
に驚いております。さてここで私の警備員としての経験談を少しお話
しさせて頂きます。釧路に勤務してから、常駐警備、機械警備、保安警
備、現金輸送、営業と様々な業態を行ってきたことは今でも大きな経
験となっており成長できたと思っております。その中でも大型スーパ
ー、ホームセンターでの保安警備員を5年間経験したことは自分にと
って大きな宝となりました。保安警備員は皆様もテレビ等で見たこと
があると思いますが、万引きGメンと言われる仕事です。万引き犯人を
現行犯逮捕する、万引きを防止することが大きな任務です。このよう
な犯罪に手を染める人はごく普通の人が多く、会社の社長、作業員、高
齢な女性、若い女性、学生等様々な人が軽い気持ちで犯罪を起こしま
す。けしてお金がなく、生活に困窮し犯罪に走る人は殆どいませんで
した。何点か変わった経験をお話しします。「足にバットを入れ逃げる
少年」「可愛い顔をして堂々と台車に商品を乗せレジを通らず店から
出る女性」「痴漢呼ばわりし逃走する女子高生」等の対応に苦慮したこ
とが記憶に残っております。
　最後に帯広ロータリー、十勝地区に関して何もわからない自分です
が今後ともよろしくお願い致します。

■ビジター紹介
RI第2500地区
 米山記念奨学生　ティアナ ナバロナ ランドリアナントアンドロ 様

■会務報告 小沢　昌博 幹事
①帯広RC、次年度第3回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　6月8日（水）午後6時30分集合（7時より開会）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,100円
　出席義務者次年度理事・役員・委員長
②帯広RC、第6回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　6月15日（水）午後6時30分
　場　所　ふじもり
　会　費　2,100円
　出席義務者理事・役員・委員長
③帯広RC、年度末最終夜間例会開催のご案内
　日　時　6月29日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　ウィンザー（会費：4,200円）
④各ロータリークラブ、年度末最終夜間例会開催のご案内
・帯広西ロータリークラブ
　日　時　6月23日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
・帯広北ロータリークラブ
　日　時　6月24日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
・帯広南ロータリークラブ
　日　時　6月27日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
・帯広東ロータリークラブ
　日　時　6月28日（火）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
⑤帯広西RC、6月30日（木）の例会は、休会と致します。

■委員会報告
・出席報告 出席委員会
6/1例会の報告	 会員総数93名		内免除会員4名		出席者数58名	
5/18例会の報告	 メークアップを含む出席者数73名		出席率82.0%
・ニコニコ献金　　　　　　　　　　　　　　　 親睦活動委員
増田　正二 会員
　おかげさまで、帯広信用金庫創立百周年を迎えました。地域の皆様
に心より感謝申し上げます。
井上　洋一 会員
　本日卓話をさせていただきます。
・誕生日記念日祝
佐藤　幸宏	会員　　和田　賢二	会員　　太田　隆博	会員
伊藤　秀敏	会員　　新田　　潔	会員

・結婚記念日祝
後藤　健二	会員　　井上　洋一	会員　　外崎　裕康会員
村松　一樹	会員
・配偶者様お誕生日記念日祝
太田　隆博	会員　　小林　善幸	会員　　木野村英明	会員
神山恵美子	会員　　池田　健太	会員

【お知らせ】6月のロータリーレートは、$1=110円です。

■6月のプログラム予定
6月8日（水）「中小企業と子育て世代、病児保育の必要性」（社会奉仕委員会）
	 株式会社ChipS（チップス）　代表取締役　佐伯　沙織	様
6月15日（水）「職業奉仕とは？」	 （職業奉仕委員会）
	 橘　　精三	会員
6月22日（水）「とかち帯広空港利用促進エージェント連絡協議会について」
	 森下　　勉	会員（出席委員会）
6月29日（水）「年度末最終夜間例会」18:00〜	 （親睦活動委員会）


