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前回例会出席率

■ 入来　慶子様
　どんぐりピアノとは霧島市牧園の三体小
学校にあるピアノです。
　昭和 20 年に戦争が終わり、数年の時が
経ち、少しずつですが、学校には運動用具
がそろうようになり、そのうちに子供たち
はピアノがほしいと思うようになりまし
た。

　そこで昭和 27 年に三体小学校、三体中学校の児童と先生、
地域の方が一緒になってどんぐりを集め、それを５万本の
くぬぎ苗に育て、この苗を山林に植え付けました。当時、
クヌギの苗を山林に植え付けると 20 万円の補助金がもらえ
たそうです。
　そうして、昭和29年10月１日に学校にピアノがきました。
65 年経った今も三体小学校の体育館で大切に使用されてい
ます。
　私の祖母が三体小学校の出身だったので、小さいころか
らどんぐりピアノの話をよくきいており、2017 年に三体小
学校の校長先生とご縁をいただき、毎年どんぐりピアノコ
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　みなさん、こんにちは。本日は本年度第
２回目のレディースデー例会となっており
ます。
　本日の例会にご参加を頂きました「ひま
わりの会」の皆様方にはこの場を借りて、
深く御礼の意を述べさせて頂きます。
　毎回、レディースデー例会の食事は洋食
が多かったように記憶をしておりますが、
川路幹事のご提案で、本日の食事は山形屋の名物の「かた
焼きそば」にしました。お気に入り頂けましたら幸いです。
　本日の会長の時間は何を喋ろうか迷っており、当初は私
の仕事に絡めて「反社会的勢力」の話でもしようかと思っ
ておりました。しかし、レディースデー例会で「反社会的
勢力」の話はないよなと思い返しまして、このネタは次週
以降に回すことにしました。
　私は、平成 19 年 10 月２日に独立開業しておりますが、
開業前に経営の勉強をしようと思い、かなりの分量の経営
に関する書籍を読み漁りました。著者でいうと松下幸之助、
中村天風、安岡正篤（やすおかまさひろ）、ピータードラッ
ガー等々です。
　私が経営に関して座右の書にしている書籍が何冊かあり
ますが、そのうち１冊の本を今日はご紹介させて頂きます。
　書籍名は「繁栄の法則」、著者は「北川八郎」、出版社は
致知出版社になります。北川八郎さんは経営者ではなく、
熊本県の阿蘇山に居を構え、満願寺窯で自然灰釉（かいゆう。
灰のうわぐすり）の器を創作される一方、自作農業に勤し
まれておられる方になります。
　この方は、40 日を超える完全断食を二度体験されている
中で生き方の法則を解悟され、以降、多数の本を執筆され
ておられる方になります。
　経営者ではない北川八郎さんが書かれた本が何故か私の
フィーリングに合い、何度も読み返しては大切なところを
手帳に書き込み、機会があれば読み返したりしております。
　この本に書かれたことの全てを今日の会長の時間でお話
しするのは不可能ですので、エッセンスをご紹介させて頂
き、別の会長の時間でもご紹介させて頂きます。
　先ず、「大は小をもって、小は大をもって」です。大事業

は小さな決心でやりなさい、小さなことこそ細心の注意で
大事にしなさいという意味合いです。大事なことを前にす
るときに「大決心」をするとプレッシャーで緊張し、山を
乗り切れないので、人生の大転換や大事な局面では、失敗
してもともと位の軽い気持ちでやれば良いという意味合い
です。逆に、日常生活の中で求められる小さなことには細
心の注意をもって事にあたれば事故に遭わなくて済むとい
う風に理解をしてもらえれば良いと思います。
　私は今年度、本クラブの会長をさせて頂いておりますが、
お話しを頂いた当初は正直否定的な気持ちが強かったです。
　ですが、自身の手帳に北川八郎さんの「大は小をもって、
小は大をもって」と書いてあったのを読み、軽い気持ちで
引き受けるか位の気持ちで引き受けることにしました。
　直前会長の池畠さんも現在の副会長の加島さんもおそら
くお世話になっている皆様方に少しでも恩返しができれば
という「大は小をもって」の気持ちで会長職をお引き受け
になられたのではないかと思っております。
　次に、この本には事業を繁栄させることの基本の一つに
は良きものを他人様に与えることが大切だと書いてありま
す。他人様に良きものを与え、感謝をできる企業は発展す
ると書いてあります。別の切り口で述べると、「なにが何で
も儲けよう」という世知辛い世界に入らず、「少し損をして
良いからお客様を喜ばせる」ことが大事だということも書
いてあります。
今の世の中は、「人のために」というよりも、往々にして利
益を得ることが最大の目標になっており、少し人に良きも
のを与える生き方をすると、逆に今の世の中では目立って
しまうということがこの本には書いてあり、人に与える心
をいつまでも失わない人は、いつまでも繁栄し続けるとも
書いてあります。
　この考え方はロータリーの奉仕の精神にも通じるところ
があり、良き考え方というのは共通しているなとこの原稿
を作りながら感想を持った次第です。
　12 月に入りますと次年度の年次総会が予定されておりま
すが、加島副会長から委員長等のお願いがありました場合、
「大は小をもって」の精神でお引き受け頂くことをこの場を
借りて、お願いをさせて頂きます。以上で会長の時間を終
わります。
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10月 経済と地域社会の発展月間／
米山月間

私のどんぐりピアノ

坂元　直人



ロータリーソング：「手に手つないで」
職業宣言唱和：３・４
ゲスト紹介：①卓話ゲスト＝入来　慶子様
　　　　　　②ひまわりの会　６名
　　　　　　加島　栗子様・石塚　妙子様・川畑　泰子様
　　　　　　坂元佐和美様・橋元　香代様・福留理恵子様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　坂元　直人君
結婚記念御祝い：岡部龍一郎君（６日）髙栁　大輔君（７日）
　　　　　　　　稲留　　宏君（９日）田中　和俊君（10日）
　　　　　　　　竹添　　寛君（24日）中原　　勲君（25日）
　　　　　　　　石塚　俊雄君（31日）
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　①週報
　　　　　　　　②日本のロータリー100周年記念ピンバッジ
２）�高校生交流事業についてのご案内（修正版）を再送いたし

ました。（10/15FAX済み）
　　�　�回答がまだの方は事務局までＦＡＸにてお知らせ下さ
い。

３）�10月28日（月）に予定しておりました学習会は、11月25日
（月）に変更いたします。

４）�鹿児島東南ロータリークラブより短期ホームスティのご協
力のお願い（各テーブルへ資料配布）

　　�　�ポーランドからの青少年交換留学生（セザリー君：鹿児
島工業高校通学）のホームスティにご協力いただける方

は、事務局までご連絡ください。
５）鹿児島西ロータリークラブの例会変更のお知らせ
　　�　�10月30日　定款に基づき休会→クラブフォーラム（ポリ
オ）に変更。

６）�鹿児島北ＲＣより例会場及び事務局のホテル名称のお知ら
せ。

　　�　�レンブラントホテル鹿児島→アートホテル鹿児島（９月
30日より変更）

７）RCC例会　11：00～　場所：リンクビル９階
　　　10/27（日）　指名出席者→池脇・丸山　各会員
８）次週10/28（月）例会プログラム
　　会員卓話＝海江田　順三郎君
　　　　　　　「西郷南洲翁　詩碑建立にあたって」
　　　　　　　高校生交流
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会

●坂元　直人君／本日は本年度二回目のレディースデー例
会開催日になっております。ご参加を頂きました「ひまわ
りの会」の皆様方、例会ご出席ありがとうございます。本
日のレディースデー例会をお楽しみ下さい。
●石塚　俊雄君／結婚記念祝い有難うございます。戦後初
の国産旅客機YS-11 の運行初年度 1965 年に鴨池飛行場から
高松空港へ新婚旅行に飛び立ちました。54年前になります。
●橋元　隆君／娘の結婚祝いをいただきありがとうござい
ます。福岡であげた事もあり、会からは池畠さんに代表で
ご臨席してもらいました。又、沢山の会の方々にもお祝い
いただきありがとうございました。
●岡部　龍一郎君／結婚記念のお祝いありがとうございま
す。今日ここに来て気付きました。35 回目になります。金
婚式までは無理だと思います。今後も頑張っていきたいと
思います。
●竹添　寛君／結婚祝ありがとうございます。毎年記念日
24 日は何故か妻とすごす事ないので当日の朝はいつもキゲ

ンが悪いので大変です。因みに今年も出張でいません。涙
です。今日のスマイルは先日阪東機工ゴルフで宇都、岡部、
丸元会員から徴収したお金でスマイルさせて頂きました。
ありがとうございました。
●中原　勲君／結婚記念日祝ありがとうございます。25 日
で、39 回目になります。
●田中　和俊君／結婚祝いありがとうございます。21 年に
なりました。平成 10 年 10 月 10 日 10 時 10 分に入籍しまし
たが、記念日だったのは最初だけでこだわらなくても良かっ
たなと思うところです。末永くがんばります。
●丸山　健太郎君／入来慶子様。本日はゲスト卓話ありが
とうございます。例会で演奏してくださっているお姿とは
ひと味違う、ピアニストとしての多彩な活動の一端をご紹
介いただけると楽しみにしています。よろしくお願いいた
します。
●髙栁　大輔君／結婚記念日のお祝いありがとうございま
す。結婚 24 年目、初めて 2人で記念日のお祝いをしました。
記念日を思い出させてくれたロータリーに感謝です！おか
げさまで少しは愛を取り戻す事ができました！
10 月 21 日のスマイル　小計 30,000 円　2019 〜 2020 年度　累計 299,424 円

次回例会　令和元年11月11日（月）
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ンサートを開催させていただいております。
　戦後の大変な時代にこの素晴らしいピアノと実話を残し
てくださった当時の方々の思いを、現代を生きる子供たち
にも伝えたい。そして、霧島の子供たちにこんなピアノが
ある地元のことを誇りに持ってほしいと思うようになりま
した。
　そこで絵本の発刊、ピアノの保存を目的として三体小学
校と霧島市教育委員会と話し合いを重ね「どんぐりピアノ
の会」を立ち上げました。
　どんぐりピアノの会は、事務局を三体小に置き、三体小
の校長、教頭、牧園で旅館を経営していて森林を守る活動
にも携わっておられる２名、そして私の５名で活動してお
ります。
　約１年間の活動を経て今年の 10 月１日に絵本を出版する
運びとなりました。
　この絵本にはＣＤがついています。
　子ども達の歌による「どんぐりピアノの歌」、バリトン歌

手の瀬戸口浩さんによる「どんぐりピアノの歌」の原曲、
ピアノソロで私が演奏している「月の光」目の見えない方
のために絵本の朗読が収録されています。絵本の挿絵はど
んぐりを拾っていた当時の校長先生のお孫さんが書いてく
ださりました。
　当時の関係者と関わりのある方達がたくさん手を差し伸
べてくださり、絵本が完成しました。
　通常の調律代は学校の予算が組んであるのですが、65 年
も前のピアノなので、この状態を維持するのにメンテナン
ス費用がかかります。
　絵本は 1,000 円で販売しており、この売上や、募金、寄
附金などすべてどんぐりピアノのために使わせていただき
ます。
　絵本を手に取って頂き、お子さんやお孫さん、周りの方々
にもこの物語を語り継いでいただけたらうれしく思います。
　本日は、お時間をいただきありがとうございました。

スマイル発表結婚祝いおめでとうございます
ご息女様ご結婚

おめでとうございます


