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本日出席会員 32 名 

 メークアップ（前々回） 6 名 

 出席率（前々回補正） 71.43% 

ロータリーソング「我らの生業」 
 

会長挨拶 第 69 代会長 河嶋 一         

皆さん、

こんにちは。

夜間例会か

ら急遽通常

例会に変更

しまして申

し訳ござい

ません。 

3 月には

再度夜間例

会を開催しますのでご参加お願いします。 

本日の卓話は、織田会員です。 

皆さんご存じの通り、まだまだ若いものには負けな

いぞと非常に前向きな方です。 

演題は，老活。織田さんにあと数年で仕事引退し、残

りの人生楽しく好きなことをしますと言ったら、何考

えているんや、麻生副総理やアメリカのトランプ元大

統領、バイデン大統領みんな自分と同じ 80 代、人生

100 年時代なんやぞ、何、とぼけたこと言ってるんや

とおしかりを受けました。 

人生 100 年を見据えたパワーあるお話が聞けること

と思います。俺の話は 30 分では足らないともおっしゃ

っていました。 

会長挨拶を手短にしましたので、織田会員、よろし

くお願いします 

 

プログラム                           

会員卓話 

「老活」      織田桂蔵会員 

 

皆さん、こんにち

は。私は、42 年前、

青年会議所が終わっ

て、ロータリーに入

った時は、私より若

い方は 2 人だけでし

た。一人は同級生の

辻岡さんとそして五

十嵐さんでした。そのほかは、会員全員年上でした。40

年たつとこんなに変わる。私より年上は、藤谷さんと

森上さんの二人だけです。 

老活というと、どうゆうイメージを持っているか分

かりませんが、老人の活躍と思ってはあかんのです。

20 歳の成人が、今になって老人になったのです。少年、

青年、壮年、老年です。自分で、そう思っている。老人

とは違うイメージを持っているわけです。 

もう少しで８２歳になります。年を取っていてもそ

の人の気持でやり方が全然違う。何もしない人と言う

のは自分でしないようにしている。 

アメリカの現バイデン大統領は８０歳です。トラン

プは、2 年後の大統領選挙を目指しています。当選した

ら８４歳です。一期やったら 88 歳です。それでも彼は

頑張ろうとしている。皆さんとは全然違う。もちろん

私とも全然違う。 

国内でも、自民党の副総裁の麻生太郎は私の 1 級上

です。青年会議所の時に何度かお会いして話をしてい

ます。今でも非常に元気です。 

近くにすごい人がいました。三村会員のお父さん、

三村義男さんは 92 歳まで現役でやっていました。あの

人と同じようにすると 10 年ある。自信がない。それぐ

らいすごい人です。武生にいらした。 

三村さんもお父さんに負けないように 100 歳まで頑

張ってほしい。そのような気持ちを持ってほしい。三

村さんは健康であったからできた。 

河嶋さんのお母さんと同級生です。その息子が年や

と言っている。何を考えているのか。気持ちがそうい

う気持ちになっている。 

自分が健康になりたいと思わなければ健康にならな
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い。だいたい、見てみると、年寄りをだめにしているの

は家族では嫁さんが一番です。 

年だからやめとけ。車で遠い所へ行ったらダメ。息

子に継がせよ。何もしないから、認知症寸前になって

しもた。同級生でも一人いた。ものすごく元気やった

のに、嫁さんと息子がだめにしている。 

今の時代、８０歳を過ぎると経験しかない。 

しかし、時代が変わっているから経験を生かせない。 

今までやってきたことをするから無理がある。 

経験を生かせる場所、自分がやれるところでやる。

体力はない。頭も昔ほどではない。今までの経験が通

じないから新しいステージ、自分を生かせる新しいス

テージでやる。 

田中大成さん 63 歳、この前お父さんがなくなって、

全部自分でやらないかん。私の年までやるなら、20 年

やらないかん。平均寿命が 2，3 歳のびているから 90

までやろうという気持ちがないと 90 まで出来ない。気

持ちで負けてしまう。 

私の部屋に額がある。 

「運命は自分の言葉と行動で決まる」ずーとみてきた

けど、なんとなくわかるけど実践としてわからなかっ

た。確か、40 年前に書道家でもあった辻岡さんに書い

てもらった。新しいステージに立って始めてわかった。 

3 年前から野菜作りを始めた。なすび 5 本、ピーマ

ン 10 本とかレベルが違う。自分で何本植えるかは自分

で決めて作る。うちの社長が 100 本作ってくれとか、

嫁さんが作ってくれとかではない。 

10 本でも、50 本でも、100 本でも、200 本でも良い。

これを決めるのは私が決める。 

自分で決めたから、初めて種を植える。一つの種か

ら一粒しかできない。８０本植えたら 80 本できる。 

なんとなくわかっていたが、40 年たって、野菜作りを

して始めてやっとわかった。何本植えるかは私が決め

る。 

百姓をばかにしていた。誰でもできると思っていた。

ところが凄い職業です。目標を掲げて其れに基づいて

正確にやる人はなかなかいない。百姓は目標に向かっ

て進んでいる。 

たとえば、一反の田には一反の収穫がある。それに

肥料をやって、草むしりをすれば収穫できる。 

30 年前に農業を始めればよかったと思う。ビジネス

の基本がやっとわかった 

同級生で、22 歳から会を作って、８２歳まで 62 年

間毎月飲んでいる。その会で話が出るのが、朝起きた

時、何をしょうかと悩む。皆さんもやめるとそうなる。 

会では 6 時から始めるのに、5 時から来て飲んでい

る。私なんか、仕事をしているから私が最後。10 年前

からそんな状況である。 

時間が余っている、片方は忙しくてしょうがない。

忙しい人と暇な人とでは 180 度違う。動いているから

元気でいられる。 

昨年の 9 月に 1 ケ月間、過労で入院した。退院して

から歩くのが大変だった。11 月の終わりに、ベトナム

に行った。新幹線でも、名古屋ども、関空でも良く歩い

た。コロナで検査があちこちであったので結構歩かさ

れた。ベトナムから、帰ってから歩くのに疲れない。 

大阪で展示会やった時は 7 時間、立ってなあかん。

歩くことがダメになるから、やらない。やらないから

また、ダメになる。 

ダメになるのは体より心である 気持ちはどうにで

もなる。その気持ちを強く持って、この年になっても

チャレンジする。チャレンジすれば元気がでてくる。 

野菜作りの話をしたが、４作に挑戦している。誰も考

えていないから、やる気が起きる 

時間があるときは野菜作りの分厚い本を読んでいる。

いくつになっても勉強。80 歳になってから野菜づくり

をしている。 

皆さんは頑張っていただいて、ロータリーの退会者

を少なくして、新入会員が入ればロータリーは益々発

展する。 

ご清聴、ありがとうございました。 

 

ニコニコ箱・・・25,000円 累計 726,500円           

・織田さん、卓話お願いいたします。 

   【河嶋 一】【河合敏一】【三村昌之】【渡辺哲広】 

   【柿谷好彦】【小泉義廣】【山口和弘】【有定静子】 

・三村先生、啓恵さんの表彰おめでとう。今後のご活躍    

を祈ります。             【奥村 忠】 

・早退させていただきます。       【田中 茂】 

・父の通夜葬儀にはお世話になりました。【田中大成】 

・色々とお世話になっております。    【宮本 俊】 

・卓話をさせていただくのでよろしく。  【織田桂蔵】 

・寒い日が続きますがご自愛ください。 

【桶谷三枝子】【渡辺岳史】 

・本日も宜しくお願いいたします。今晩、明日雪道の運   

転気をつけましょう。         【谷尾準一】 

本日(1 月 31 日)の例会    2 月 7 日 

第一例会行事 

「地区報告」 

山形晃ガバナー補佐 

2 月 14日 

新入会員卓話 

 谷尾準一会員 

2 月 21日 

  

休  会 

会員卓話 

 内藤義介会員 

 河合敏一会員 

 竹内紀昭会員 


