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第２２６２回 
平成２２年４月９日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉     

＊ロータリーソング  『我等の生業』 

＊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 

＊お客様紹介 

 ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／㈱ＪＴプロダクション  

専属司会者 大津 豊様 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

今年の桜は３月２２日に東京で開花宣言をしてから、

正に試練に堪えて都民や市民の花見に饗されている様

でございます。 

さて、次週となりました東仁川ロータリークラブとの結

縁３３周年記念移動例会に、当クラブからの全員登録の

ご参加については、後ほど委員会報告で斎藤国際奉仕

委員長から、ご説明頂きたいと思います。 

結縁３３周年、即ち３分の１世紀という長い間、東仁川

ロータリークラブと当千葉南ロータリークラブの３３世代に

亘る会長と会員の皆様の、弛まない努力により親密な関

係を築いて来られた結果だと思って感謝しております。 

結縁当時１９７７年４月１５日の東仁川ＲＣ会長、李基東さ

んは亡くなられましたが、当クラブの当時の会長、須田

重次さんは退会はされましたが、お元気でお暮らしのよ

うです。３分の１世紀というと、短いようですが隔世の感が

ございます。会員の皆様の長い間の親交関係の維持は

大変有難く感謝申し上げたいと思います。 

今回は、全員登録でございますが、総勢１６名が代表

として参加致しますことをご報告し、今日の会長報告と致

します。有難うございました。 

≪米山記念奨学生カウンセラー委嘱状伝達≫ 

米山奨学生・閻 宏偉(ｴﾝ ｺｳｲ)さんのカウンセラー 

斎藤 昌雄会員 

≪委員会報告≫ 

国際奉仕委員会より (斎藤 昌雄委員長) 

〈東仁川ＲＣ・結縁３３周年記念事業参加について〉 

今回の訪問につきましては、当クラブは全員登録で参

加することとなりました。お祝金として特別会計余剰金積

立金から１５０，０００円を拠出することになりました。この

件は、理事会で承認済みです。また、第３６９０地区の地

区大会にも参加することになっております。地区大会登

録料４５，０００円は、国際奉仕委員会から拠出させて頂

きたいと思っております。千葉南ＲＣを代表して１６名で

元気で行って参りたいと思っております。宜しくお願い致

します。 

米山記念奨学会委員会より (今関 眞人委員長) 

先ほど、米山記念奨学会への寄付のお願いをメール

ボックスへ入れさせて頂きました。地区からのお願いもき

ておりますので一緒に入れさせて頂きました。今年度も

あと３カ月ですが、宜しくお願い致します。 

≪幹事報告≫           五十嵐 博章幹事 

ゆめ半島千葉国体・千葉大会への協力の件ですが、当

クラブは、蘇我駅に広告を出すということで理事会で承

認をいただいておりますが、その原案が出来上がりまし

た。回覧致しますのでご覧下さい。 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

㈱ＪＴプロダクション・大津様、ようこそいらっしゃいまし

た。卓話を楽しみにしております。どうぞ宜しくお願い申

し上げます。 

☆瀨谷 研一会員 

大津さん、本日の卓話、楽しみにしています。いつも

の誠実でわかりやすい語り口を本日も宜しくお願い致し

ます。 

☆今関 眞人会員 

米山記念奨学会へのご寄付のお願いをメールボック

スに入れました。どうぞよろしくお願い致します。 

☆伊藤 和夫会員 

昨年結婚した長女・佳世に男の子が３月２１日に生ま

れました。孫は３人になりました。名前は、莉一(りひと)と

名付けられました。無事成長していくことを願っています。

そして長男の孫、駿の今日４月９日は、入園式です。皆

でお祝いをしたいと思っております。 

☆向後 保雄会員 

先月の３月２０日に私の市政報告会を開催させて頂き
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ましたが、当クラブからも大勢の皆さんにお越し頂きまし

た。この場をお借りし、お礼申し上げます。有難うござい

ました。 

☆鈴木 美津江会員 

皆様こんにちは。 

突然ですが、弊社６０周年感謝祭のご案内をお届けさ

せて頂きました。もう届いております事と思います。 

弊社では、２０年ぶりの展示講演会となります。理事・

役員会、例会と日が重なりましたが、時間は午後７時ま

で行っております。メーカー１００社によります業務用食

品の展示、又は、小泉武夫先生の講演等ございます。 

どうぞご来場いただきますようお願い申し上げます。

お待ち申し上げております。 

 

 

≪出席報告 (会員数４２名)≫ 

 

出席者数３１ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率７０．７５％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題…『宴から縁を創る』 

卓話者… ㈱ＪＴプロダクション 

       専属司会者 大津  豊様     

 

人生の成功者の先輩を前に、何

を話すかということで朝の３時頃まで

考えたのですが、お話ししたいこと

を順序だてて列挙しようと思いま

す。 

うちの社長は鶴賀次郎という大

映ニューフェースだった元俳優で７

６歳なのですが、女性の司会者には大人気です。なかな

か引退しません。男気があってよい男なのですが、人脈

も広くてホテルオークラさんなどには大変お世話になっ

ています。司会の世界はどういうものかというと、お分かり

にならない方も多いのですが、私の場合、２８歳から４３

歳まで司会の仕事をしております。うちの事務所には

色々と変り種がおりまして、有名なところでは亡くなられ

た逸見正孝さんですが、全盛期、披露宴１回でギャラが

８０万円でした。徳光和夫さんは、司会のお仕事だけで

家を建てましたね。羨ましいです。日本テレビの社員だ

ったはずですが・・・。あとは世良公則＆ツィストのふとが

ね金太さんとか、色々な先輩がおります。それで１５年や

っているんですが、経済情勢が悪化しまして、新しい人

が入って来ませんで、未だに私が下っ端という状態で

す。 

さて、社長の鶴賀次郎が、司会の仕事から感じたこと

をまとめた「宴から縁」という本を出しました。今日のテー

マでもありますが、披露宴というのは目に見えないものか

ら、見えるものを作り出すことです。今一番欲しいものは

皆さん、何ですか？お金、健康、金儲けの情報、名誉な

ど色々あると思うんですが、これってどこに行けば手に入

るのかなあ、と考えますと、これは人が運んでくるものだと

思うのです。ご縁というやつですね。それに尽きます。私

は本当に多数の新郎新婦と出会って、色々なお話、素

敵なシーンに同席させて頂きました。よく「大津さん、今

度の披露宴を是非盛り上げて下さい」と言われるのです

が、司会者一人の力ではどうしようもありません。スピー

チもよくお歌なんかも素晴らしく、最初から最後まで盛り

上がって私も楽しい披露宴というのもありますし、一方、

非常にシンプルで淡々と２時間半が過ぎる宴というのも

あります。では、司会が変わっているかというと変わって

いませんで、お客様の違いだけなのです。盛り上げるの

は、そのお客様お客様の思いとか、祝おうとする気持ち

だけで、司会の力ではありません。 

さて、皆さんのようなお立場の方々は、人前でお話す

る機会も多いかと思いますが、お役に立つお話をします。

日本語は母音と子音で成り立っていますが、母音は情

緒的な音といわれています。例えば、「○×なんですけ

どー、○×してくれませんかー」と語尾を延ばして母音に

すると、情緒に流されて「うーん、しょうがないなあ」という

気になりやすいということです。人前で挨拶するときに、

注目してもらいたいときは「あのー、皆さん、実はですね

ー」と言葉の間を空けて、母音を伸ばすようにすると、耳

を傾けてくれます。一方、進行重視でテキパキとやる場

合は、子音を多用します。「○×なので、○○さん、よろ

しくお願いします。」と言う感じで、母音を伸ばさない言い

方です。そしてスピーチ当日は、イ、エ、ア、オ、ウという

発音練習を１０回ばかりやると良いです。顔のこのへんの

筋肉を使うんですが、やるのとやらないのでは違ってきま

すので、是非、試してみて下さい。 

披露宴では事前の新郎新婦とのお打ち合わせという

のがあります。私が司会をやり始めた１５年前は凄かった

です。バブル期の前半、１会場で1日３披露宴というのが

当然でした。ですから、司会者は土日で６件ほどお仕事

を頂いておりました。今は「私はこうしたい」という思いが

皆さん強いので、お打ち合わせも２時間、３時間かかっ

てしまいますが、当時のお打ち合わせは３０分程度でし

た。「仲人さんだれですか？肩書きは？」と事務的に進

みます。そう、昔は仲人さんという方がいらっしゃったん

ですね。今は進行表からなくなってしまいました。離婚数

の増加が仲人さん不在の原因とも言われていますが・・・。

昔は夫婦喧嘩をしても「まあまあ」と中に入る仲人さんが

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 19,000 円 累計 672,314 円 

金の箱  1,160 円 累計 28,575 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 5/11 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 4/27・5/18 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 4/28・5/19 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 4/28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 5/13 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/6・5/20 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



いましたが、今はすぐにリセットボタンを押してしまいます。

仲人さんというのは、今でいうプロデューサーということで

色々なお仕事をして下さいました。当日の新郎新婦のご

紹介から始まり、宴の最後までいらっしゃったんですが、

今はその分、司会者やスタッフの負担が増えているとい

う気がします。しかも昔のご要求はスピーチと歌だけで、

スピーチ、スピーチ、歌、歌という実にシンプルです。し

かも、私の先輩はご祝儀だけで、ゴルフ会員権３箇所

（数百万円）を持てたといいます。バブルの真っ盛りです

ね。時代はいまや進化して、今はお二人の思いを形に

できるという良い時代になったと思っています。 

私が一番印象に残っているのが、新郎新婦とも披露

宴が３回目というお二人でした。新郎は不動産会社３つ

を経営されている方で、新婦はピアノの先生です。それ

で２時間半ぐらいのお打ち合わせの中で、「二人の経歴

は１時間あってもたりないからいいよ」と言うことでプロフィ

ールの紹介はなしということになりました。で、当日はＱ

＆Ａ方式で私がインタビューすることになっていたので

すが、それから先は新郎がマイクをとって一人で 1 時間

ぐらいしゃべってしまい、披露宴は４時間ぐらいかかって

しまいました。 

大変な時もあります。これは先輩から聞いた話ですが、

祝辞も終わってケーキ入刀、乾杯、お食事スタートという

ところ、ドアが開きまして、大きな花束を持って清楚な和

服のお嬢さんが入って来ました。当初はサプライズ（の

余興）だとみんな思っていたのですが、実は新郎が以前

付き合っていた彼女で、新郎の前まで来ると花束をバー

ンと投げつけたのです。もう披露宴は大混乱になりまして、

新婦は泣き崩れる、新郎は何が起こったかわからずおろ

おろするばかり、司会者はどうやってまとめたのか覚えて

いないと言っていました。それで新婦側のお客さんはみ

な帰ってしまい、残るは騒然とする新郎側だけということ

で、１０年以上前にはよくあった話だそうです。 

あとは出会いのシーンですね。私のお客様で、出会

いは山手線のシルバーシートで向かい合って座ってい

たのが縁という方がいらっしゃいました。秋葉原の万世

橋ですれ違った時、夜中の２時にカレー屋さんで、背中

合わせでカレーを食べていた時という方もいました。二

人の出会いというのは、論理的説明がつけられないと私

は思います。山手線に乗れば、向かい合わせで座る人

なんか必ずいるわけでして、その二人が結婚するという

のは、論理を超えています。全然説明ができません。 

あるカッップルの新郎は、こんなことを話してくれまし

た。[私と彼女は神輿を担ぐんです。私は高校３年生で

彼女は１年生の時以来、ずーと彼女が好きだったんです

が、お互いに相手がいたので、そのまま１０年が過ぎまし

た。ある夏の日、お神輿を担いでいたら、その詰め所の

前で彼女と偶然再会しました。その時の最初の一声は、

私からは『彼とうまくいっている？』、彼女からは『先輩、

彼女と結婚しましたか？』という質問でした。」つまりお二

人は、お互いに 10年間もずーっと相手のことが気になっ

ていたということです。論理を超えた目に見えないつな

がりを、司会の仕事を通じて強く感じる次第です。 

うちの社長の鶴賀次郎は「役者というのは他人の人生

にスライドして入り込んで、その人生を演じるものである。

司会という仕事は、他人の人生に共感する仕事である。」

と言っています。さすがというか、素晴らしい言葉だと思

いますが、私は縁の一言に尽きると思います。一期一会

とか、つながりとかご縁とか、色々な言葉で表されますが、

目に見えないものをつかんでご縁にさせていただいて、

それを将来につなげていくということです。 

お時間が来てしまいましたので、このへんで終わりとさ

せていただきます。皆さん、ご清聴ありがとうございまし

た。 

   (文責 高橋 朗) 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

『友』インターネット速報   ２０１０年４月１３日 No.４２４ 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

ハイチの救援から長期的復興活動へ 
去る１月１２日にハイチを襲った大地震では、３０万人が亡くなり、

１２０万人が家を失ったほか、国内のインフラは壊滅状態となりまし

た。これを受け、復興を支援するためにロータリー財団が設けた

使途推奨冠名基金、ハイチ大地震救援基金には１３０万ドルが集

まっています。 

ハイチを含む第７０２０地区はこれまで、飛行機１００機以上に医

療品、食糧、水、衣類、玩具、テントなどを積んで、ピニョンとポー

ルドペへ送りました。地区が独自に設けた復興活動用の口座に

は４０万ドルが集まっています。この資金は継続的な復旧プロジェ

クトに使用される予定です。復旧活動を監督しているハイチ支援

グループは現在、長期的な計画を立てていますが、中でも特にニ

ーズが大きいのが、学校の再建設、手や足を失った人への義肢

の提供、そして雨季が訪れる前に何千人分ものシェルターを確保

することです。  

ハイチにある１７のロータリークラブは、学校を１校でも修築し、

机、本、文具、そのほかの教材を揃えて開校できる状態にしようと

計画中です。義肢の提供も非常に重要です。地震による負傷で

推定４，０００人が手や足を失い、義肢を必要としています。第７０

２０地区は、義肢の提供に関心のある他団体と調整を図かり、３つ

の診療所（各診療所に必要な費用は５万ドル）も設置したいと考

えています。嵐や地震にも耐えうるシェルターを調査する委員会

も任命されました。水、衛生施設、診療所、学校、コミュニティセン

ターを含め、必要なインフラの整った村をつくるのも検討されてい

ます。 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

第２２６３回例会 

〈東仁川ＲＣとの親交クラブ締結３３周年記念例会〉 

日  時⇒ 平成２２年４月１６日(金) 

場  所⇒ 韓国・仁川市「本土」 

 

第２２６４回例会 

日  時⇒ 平成２２年４月２３日(金) 点鐘 12：30 

演  題⇒ 『カンボジアの子ども達の笑顔のために 

     ～２８歳女性が社会起業で児童買春問題に挑む～』 

卓話者⇒ 特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 

         共同代表  村田 早那香様 


