
 

 

本日の例会（第１５２７回） １２／２６（水） 

◆ス ピ ー カ ー  会 員 加島  光君 

◆題    名  未 定 

次回の例会（第１５２８回）     １／９（水） 

◆賀詞交換会を行います。 

※1月 2日(水)は休会（定款第6条第1節C項）になります。 

第１５２６回例会記録    １２／１９（水）晴 

◆司    会 木村 雅一君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介 エンジョイライフプランニング 

代 表 一柳 達幸様 

◆バナー披露 半田南RC 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1524回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  7 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  6 名

出 席 率  74.36％  出席率訂正  97.44％

会  長  挨  拶 

会長エレクト  宇都木 寧 

本日は小關会長に代わり、私、宇都木が会長

挨拶代行をさせていただきます。小關会長の歴

史絵巻とは異なり、少し軽い話をいたします。 

 12月 15日の日本経済新聞朝刊1面に「シ

ニアが拓く、消費の実像4、市場を引っ張る気持ちは若く団塊が主役」

との記事がありました。その記事の中で、11月発売の松任谷由実「日

本の恋とユーミンと」の売り上げが発売一週間で30万枚といわれ、

ベスト盤になったとのことです。驚きはユーミンの話題がシニアの話

題であることであります。 

 記事は、「若い時からユーミンを聞き続けてきた。ＣＤは全部買い

揃えています。」と60歳の女性の話に続いています。 

 実は私も60歳です。もうシニアと言われ、先日、健康診断の基準

にて高齢者に分類され、担当医師に強く抗議をした覚えがあります。 

 

 

若い女医さんでしたので、爺の戯言と思われたかもしれません。一応、

厚生労働省の基準では60歳は高齢者。決して肉体年齢ではないとの

説明にようやく納得した次第であります。 

 本誌の話は、シニアすなわちオジイ・オバアのアイドルであり女神

の松任谷由実こと荒井由実様登場の頃に話をさかのぼりたいと思いま

す。 

 私が初めて荒井由実の曲を聞いたのは、1973年 11月発売彼女の

ファーストアルバム「ひこうき雲」を聞いた時です。1973年当時、

前年2月の連合赤軍あさま山荘事件で、新左翼運動は大きな挫折を受

けましたが、なお1973年当時、神田駿河台を中心とした、当時の神

田カルチェラタンなんというか新左翼の連中のいう解放区では、学費

値上げ闘争・学園会館開放なんとか、今ではなんのことやらわからな

いような理由で、投石の嵐と旗竿の林が出現し、大学キャンパスも騒

然としておりました。大学もロックアウトされ授業がありません。私

のような貧乏学生は、大学が閉鎖されると、当時は、アルバイトニュ

ースやインターネットのような便利なものはありませんでしたので、

大学の厚生課のアルバイト掲示板を見ることができませんので、職に

あぶれ、当然生活苦となります。下宿でごろごろするか、友人の下宿

にたむろするくらいしか能がありませんので、当然暇であります。 

 私のような政治的意識の低い人間を、学生運動をしている連中は「ノ

ンポリ」と言って大変軽蔑しておりました。このノンポリに、革命思

想を教え込むのが正義と確信していたようです。おかげさまで、新左

翼学生、そして彼ら新左翼が大嫌いな民青（当時「ミンコロ」と彼ら

は読んでいましたが）の皆さんから、程度の低いノンポリにいろいろ

深夜まで「学習」を施していただくことになりました。革命思想に感

謝しなくてはなりません。当時の書店では、ウニタ書店・内山書店、

出版社では大月書店の何とかかんとか、大変勉強になるそうで、ドイ

ツ語の点数を取りたければ「『マニフェスト。何とかかんとか』とい

うドイツ語の購読会がありますよ。女子学生もいるからなんとかとい

う喫茶店に来なさい。」という、信じがたい夢のようなお話がありま

した。当然彼女なし、金なしの学生の脳味噌は支離滅裂な状況です。 

 1973年 12月クリスマスの直前、ＴＢＳラジオ（テレビではあり
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ません。）深夜放送「パックインミュージック」を聞いていました。

流れてくる歌は衝撃的でした。一言でいうならば「感性」しかもパー

ソナリティーが毎日のようにかけています。その曲「ひこうき雲」「紙

ヒコーキ」を聞いているうちに、脳味噌は、革命とか、人民というこ

とに拒否反応を示しました。それまで、神田・新宿・池袋を徘徊して

いた人間が、赤坂・麻布・広尾・六本木へと移動を始めました。四畳

半のナメクジのはう下宿の「生活」「人生」から、「情緒」「感性」

「気持」「恋」「都市生活」と変わり、思想はひこうき雲のように空

高く消え、思考は紙ヒコーキのように脈絡もなく飛んでいきました。

脳味噌が透明（友人の一人はアホになったと批判しました）になり、

思想から解放されたのです。革命思想は、卒業写真のように思い出へ

と消えていきました。 

 そのような現象は、私のみならず、現在のオジン・オバンが18歳

から22歳に一斉に生じたようです。 

 つまり、この世代にしてみれば、荒井由実ことユーミンは思想から

解放してくれた女神様であります。それから40年ユーミンのＣＤを

買わなくてはいけません。「神様」に対する信仰は絶対であります。

そこで「若い時からユーミンを聞き続けてきた。ＣＤは全部買い揃え

ています。」との60歳女性は、信仰がいまだに衰えていないユーミ

ン信者であります。 

 その信仰を支えるインフラについてお話しましょう。 

 当時、石油ショックにより、高度経済成長は終わりを告げ、何とな

く不安でも豊かという小市民の考え方が入ってきました。 

 マックのハンバーガー、ピザ、アイスクリーム店、ベーカリー、紀

伊國屋スーパー、いわゆる都市文化、ユーミンは街の生活を享受する

者の信仰となり、現在に続いています。演歌の「感情」「哀愁」「ふ

るさと」という思想の対局にあります。このユーミン信仰の基盤であ

る豊かな世界・都市文化生活は、いつまで続くのでしょうか。果たし

て「情緒」「感性」の一体感は、若者に受け継がれるのかという疑問

符で、挨拶にかえさせていただきます。 

幹  事  報  告  

1.来年1月1日からロータリー適用相場(ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ)が1ドル82円(現

行 80 円)に変更される旨、国際ロータリー日本事務局より連絡が来

ております。 

2.ガバナー事務所より 2020 東京オリンピック・パラリンピック招致

活動のピンバッジ及びリーフレットが届きましたので、お持ち帰り

下さい。 

3.去る 12月 15日(土)の家族忘年会には多数の皆様にご参加賜り、あ

りがとうございました。 

4.去る 12月 17日(月)、ＣＢＣへチャリティ募金(40.000円)を寄託

して参りました。ご協力ありがとうございました。尚、感謝状を頂

きましたので、後程会長よりご披露して頂きます。 

 

卓  話 

健康に歩くためのヒケツ 

エンジョイライクプランニング 

代 表 一 柳 達 幸 様 

１．1日 5000歩が目安 

1 日に 5000 歩あるくと、代謝を悪くし

ないために効果があるということです。 

歩幅 70cm で 5000 歩なら、3.5ｋｍで

すから、意識して散歩などの運動をすれば、達成できる目標です。 

２．量より質を大切にしましょう（正しい姿勢でゆっくりと） 

ウォーキングは、年齢を問わず誰もが気軽にできるものです。それ

に、危険はそれほどなく、特別の装備もテクニックも必要でなく、お

金もかからない、それでいて爽快感が得られるということがウォーキ

ングの人気を高めているのでしょう。 

ウォーキングはゴルフやテニスのようにある程度練習しなければ、

相手に迷惑をかけるというものでもありません。極端に言えば、朝起

きた時、“今日から駅まで歩くことに決め”、実行した瞬間から、立

派にウォーカーの仲間入りできます。 

３．体に優しい靴選び 

足全体のアーチ(足のドーム)を無理なく正常な状態に保て、趾(あし

ゆび)がより自然に使えるような靴を選ぶことが大切です。 趾(あしゆ

び)が使えるようになると、足本来の機能が回復し、より自然に「下半

身の安定」させ、より快適に「動き」、より効果的な「踏み込み」がで

きるようになります。 

歩行のローリング動作をしっかりと行うためには、シューズからの

余分な圧迫を受けないようにすることが大切です。適性サイズのシュ

ーズを選ぶことはもちろん、シューズの履き方にも注意する必要があ

ります。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

渡邉 泰彬君  家族忘年会及び東北復興支援チャリティーにご協力

感謝いたします。募金は総額65,000円でした。 

古川 康司君  家族忘年会ありがとうございました。 

柘植 勝介君  本日、一柳さん卓話よろしくお願いします。 

梅村美知容さん 今年も残りわずか。いろいろお世話になりました。 

【家族忘年会ご苦労様でした。大変楽しい忘年会となり有り難うござ

いました。】 

小關  敏光君 岩田  滿治君 尾関  正一君 足立陽一郎君 

梶川  久雄君 木村  雅一君 藤原  研一君 香田  研二君 

石黒    勉君 山田  浩二君 柴山  利彌君 加藤あつこさん 

杉浦  定文君 道家  泰之君 加藤  昌之君 入江由希子さん 

半泊  與則君 星川  直志君   

 


