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第 1221回例会
ビジター＆ゲスト

今日は、私の古くからの友人である、橋本会長に卓

橋本 弘

様（ブレインズモータースポーツクラブ会長 ）

話をお願いしました。
“会長”と言っただけで通る方で、

佐藤 忠

様（相模原東 RC）

車業界では有名人です。片山右京さんでさえ“会長”

≪理事会報告≫

と言うほどの重鎮です。トヨタのワークスレーサーで、 *地区補助金選考会・・4／5 齋藤･角尾両会員出席
カーオブザイヤーの選考委員も務め、車業界では誰も

*車ソムリエ・・会員参加（本人負担）不参加（1 人

頭が上がりません。私とは同い年で、
「座間さん、早く 2,000 円をお願い）地区公共イメージ委員会の応援有
仕事辞めなよ」と、会う度に言われ、夫婦での旅行を

*5 月のプログラム・・週報、HP でご確認ください

勧められています。いつも言われるので、2 年前にイル･ ≪会長幹事会報告≫
ヴィネイトを閉めましたが、この 2 年間、以前より忙 地区補助金申請は 25 件あり、確定ではないが大丈夫だ
しいような気がします。働く事の楽しさを、会長にも

ろうとの事でした。申請件数が多かった為、減額は必

分かって頂きたいなと思っています。現在、酒屋で角

至です。決定後、予算の組み直しが必要になります。

打ちをやっていて、お客さんの中に今年で仕事を辞め
る方が 4~5 人います。彼らの話を聞いていると、暇す 座間会長／青少年交換ですが、インバウンドの学生が
ぎて居場所がなくなると心配し、70 歳近くになっても、 決まりました。フランスから来る男子です。ホスト RC
仕事をしたいと言います。70 歳からの人生を考えた時 は相模原グリーン、カウンセラーは水谷里枝子さんで
に、仕事でも趣味でも、何か没頭できることが無いと、 す。皆さんのご協力も宜しくお願いします。
生きて行く上で張りがありません。人生 100 年時代と
言われるようになり、残りの 30 年をどうやって生きて

座間会長からの依頼でお邪魔しました。

行くのかネガティブに考えてしまいますが、その様な

特にテーマは考えておりませんが、近況等

中、判治さんの入会に力を貰いました。何度も病気で

お話したいと思います。昨年暮れに、没後

倒れながらも、それを感じさせないパワーがあり、私

10 周年を迎えた作詞家の阿久悠さんの話

も見習わなければと思いました。我がクラブの会員も、 ですが、私の近所に彼が所属していたプロダクション
皆現役で仕事をしていますので、70 歳を過ぎても働く の社長が住んでいます。株式会社オフィス・トゥー・
場所が有る事は有り難い事です。この歳になると、体

ワンの海老名俊則氏で、久米宏氏も在籍しています。

力的な衰えは否めませんので、仕事も趣味も無理せず

久米氏の著書によると、TBS でザ・ベストテンを担当

に毎日を過ごすことが一番だと思います。

していた頃、海老名社長から会いたいと言われたそう
です。大きな料亭の広い部屋にポツンと座った坊主頭

・2019 年規定審議会報告会の案内

の海老名社長、風貌とは違い優しくて頭の良い方で、

6／15（土）14：30 藤沢商工会館ミナパーク

対面した時に「久米さん、貴方は歌番組をやっている

出席対象：次)会長･
幹事･研修リーダー 出欠：6／3

人間ではないよ。僕と一緒に、今の世の中のニュース

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 を主婦層にも伝えるような仕事をしないか。」と言わ

4／12（金）相模原グリーン※

れ、間髪入れずに「分かりました。お手伝いさせてく

4／16（火）相模原中※

ださい。」と返事をして始まったのが、ニュースステー

4／22（月）相模原柴胡※

ションでした。この番組が日本のニュースを変えたと

言われる位、今迄ニュースに興味を持たなかった主婦

が出来ました。先日、「紅茶を飲みませんか」という

層がニュースを見るようになりました。阿久悠さんの

集まりがあり、20 年英国に滞在経験がある方が、紅茶

話に戻りますが、彼は 5,000 曲を作詞し、その権利を

の説明や歴史を語りながら、紅茶の入れ方、飲み方を

海老名社長が全て持っています。
“スープの冷めない距 教えてくれました。その際、行政の担当者に“ダンデ
離”に住み、私達夫婦にハイヤーを呼んで、有名料亭

ィクラブ”を作った理由を尋ねました。「成城には立

など色々な所へ連れて行ってくれます。奥様共々話を

派な方々が住んでいるが、60 歳を過ぎると家に引っ込

する中で、阿久悠さんの事を「あの顔で良くあの詩を

み出てこない。折角の宝が勿体無いので、皆さんに出

作るね」と言う位、作詞家となるべくしてなった方だ

て来てほしい。」と言う事でした。紅茶を楽しんだ後、

ったそうです。私はお会いする機会が有りませんでし

夫々の趣味でグループが出来ました。私が、車が好き

たが、とても紳士的な方だったそうです。ゴルフをし

と言うと大勢が集まり、14 歳で 2 輪、16 歳で軽自動

ていた時、一緒に回っていた方が、スコアを誤魔化し

車、18 歳で普通免許を取得し、初めての車が納車され

たらしいです。その時に「僕はもう、ゴルフはやらな

る時、前日から何度も車庫の掃除をし、一睡もせずに

い。」と、信頼していた人の偽りを見てそう言ったそう 納車を待った話など、昔の車談議で盛り上がりました。
です。私は以前、海老名社長に、歌が上手いのに売れ

そこで 6 月に車好きを集めて「貴方が主役の車の話を

ない人、歌が上手くないのに生き残っている人、俳優・ しよう」とチラシを作っていますが、配布前から参加
タレントで生き残る人と消えて行く人、その違いを聞

希望が来ています。第二の人生の楽しみ方があると考

いたことがあります。社長の返事は「それは人柄だ」

えています。私の父が 80 歳を過ぎた頃、亡母に手を合

と言っていました。毒舌家と言われる人も、カットが

わせ「早く迎えに来い」と言いながら食後に薬を飲み、

掛かるとスタッフに対して大変気遣いするそうです。

「それじゃあ迎えに来ないよ。」と言った事がありま

境目が分からず言いたいことを言い続ける人は、声が

す。歳を重ねても家に籠るのではなく、何かを求め、

掛からなくなり消えて行くそうです。一般社会と同じ

人との出会いや会話で、別の人生が開けるのではない

で、周囲に気遣い出来ない人は、如何に才能が有ろう

でしょうか。私は、趣味が高じて仕事になり大成功し

と生き延びて行く事は出来ないと思います。最近よく

ました。国内外のレースにも多々参加し、多くの人達

考えることは、成功する人としない人の違いです。孫

と出会い、素晴らしい経験をさせて頂きました。その

正義氏、前澤友作氏、柳井正氏、星野佳路氏など、世

中でも、タスマニア国際ラリーに出場した時に頂いた

界を股にかけて活躍する人は、生まれ乍らにして持っ

3 位のトロフィーと警視総監賞（八王子で逃亡中の凶

ている何かがあるのではないかと思う訳です。いくら

悪犯逮捕）が私の勲章です。レース業界は今低迷期で

努力をしても報われない人、余り努力をしていないよ

すが、あの頃は良い時代でした。私も父の年齢に近づ

うに見えて幸せに暮らしている人、矛盾を感じること

き、是からは地域社会に貢献したいと考えています。

があります。私はゴルフが好きで、杯と名の付くもの
を年に 2 度取ったことがあります。大して上手くない
のに取れてしまう人、何十年続けていてもタイトルに
縁のない人もいます。ゴルフ場には魔物と女神が同居
し、路線に乗っていれば間違いはなく、少々路線を外
れると良い結果にはならないような気がします。身の
丈経済と言う言葉がありますが、身の丈に合った行動
をしていればそれ程大きな間違いはないのかなと思い
ます。人生 73 歳を前に今後の生き方を考えました。初
めてのボランティアですが、私が住む成城で 60 歳以上

出 席 報 告

の男性の集まり、“ダンディクラブ”

スマイル報告
佐藤忠

様

今年度累計

￥244,000

久し振りの訪問です。お世話になります。

久し振りに、橋本さんとお会いできて光栄です。これ
からもご自愛され、優雅な人生をお過ごしください。
座間勇

会長

足元の悪い中、橋本会長、佐藤忠さん、

当クラブにお越し頂き有難うございます。橋本会長、
卓話楽しみにしています。
布野一喬

幹事

橋本様、PAG 佐藤様、ようこそお出

で下さいました。橋本様、卓話楽しみにしています。
判治君代

会員

まだまだですが、早く大野クラブに

馴染めるよう、頑張ります。

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

16 名

2名

7名

7名

0名

8名

50.00 ％

修正出席率
3／27 53.85

％

今後の予定 4/24(水)→21(日)地区研修･協議会 5/1(水)取り止め 5/8(水)卓話/清水 AG 5/15(水)→19(日)｢車ソムリエ｣

