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「コロナ禍における僕の癒し
LP レコードとエッセイ」
西沢 寛

会員

深夜、LP をターンテーブルにのせて、息を殺して
そっと針をレコードに下ろします。
着地音が「ぶつっ」これがたまりません。A 面で 20
分～30 分、レコードの溝をトレースする針音に身を
任せる。そこは、何か不思議なもので繋がっている
時間空間です。トロっとしていて、どちらかと言う
と甘い、デリケートでたっぷりした空間。ON・OFF で
入ったり、出たりできない、0 か１かで整理できな
い何とも言えないアナログな時の流れです。
僕は、ただただ阿呆のごとく、回る回る LP に身を
任せます。気持ちよくて、うたた寝する時もあり、ゴ
トゴトと針音でふと気付くと、片面のトレースが終了
して針が空回りしています。ターンテーブルから針を
上げ、LP をひっくり返して B 面へ。この時、針に付
着した多少のごみを洗浄液でそっと取り除いてあげ
ます。このタイミングで針を下す前に、家の近くの鐘
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ヶ江商店で買ったウイスキーをソーダ割にして、おか
わりを作ります。これが LP の味わいのごとく、トロ
っと甘く深い味わいです。
ここからまた息を殺して、そっと針をレコードに下
ろします。B 面には、捨てがたい良い曲が入っていた
りします。レコードの溝をトレースする針音に身を任
せる至福の時と空間。やがてウイスキーのほどよい酔
いも回ってきます。体力があれば、調子に乗って、LP
で 3 枚～5 枚のモーツアルトやヴェルディ、ワーグナ
ーのオペラを一気に聴き通すこともあります。
ジャズ
も LP はホットでリアル、ソニーロリンズなどテナー
サックスのゴリゴリ感などたまりません。ロックもラ
イ・クーダなどが好きです。ギターワークのソリッド
感とボーカルがナロウでなかなか良いです。
ジャケットの大きさも好きです。ちょうど顔がすっ
ぽり納まるサイズ？
説得力ありませんが、なぜかこの大きさに安心しま
す。何でしょうね？
最近、本も読みます。フィクションよりノンフィク
ション。どちらかと言うと、あまり重たくないエッセ
イ等を読みます。
例えば、松浦弥太郎・村上春樹・向田邦子・開高健・
池波正太郎などが好きです。
さて、ここで今日は、僕が今年読んだ中でもとびっ
きり味のある、上等の新刊を一冊ご紹介致します。今
年 6 月に初版が刊行された、北ロータリークラブ OB
の小西宗十先生（小西研一会員のお父様）待望のエッ
セイ集「コンパクトエッセイ」です。
アルカス佐世保の機関紙に毎回掲載されたものと、
小西先生の故郷小値賀の風土記自伝的なもの、
お得意
のフランス文学談、そして、今年 5 月に書き下ろしの
ドキュメントも入った珠玉のエッセイ集です。
作家の
次回例会

会員卓話（松永祐司 会員）

歴史、文学、音楽など人生観を通して、独特のユーモ
アとペーソスの背景に小西哲学をしっかりと感じさ
せます。繰り返し読む程に深まるビロードの様な味わ
いは、酌めども尽きません。
僕は、この一冊から癒しと勇気をもらいました。
秋の夜長に、
ウイスキーを片手に小西先生のエッセ
イ集をひもとけば、そこはもう極楽浄土です。
そういえば、コロナ直前の平成 31 年 2 月 2 日、ア
ルカスにて佐世保市民管弦楽団の定期演奏会が行わ
れました。シューベルトの交響曲第９番ハ長調「グレ
ート」他を演奏したのですが、先生も聴きに来て下さ
っていました。終演後、入口近くのカフェでご夫婦で
お茶をされておられ、「コーヒーでも飲みませんか」
と誘って頂きました。その時のニンマリとした笑顔の、
控えめで知性的な、キラキラ光る眼差しの奥にあるの
は、人を包み込む様なあたたかいお人柄でした。
秋の夜長にウイスキーを片手に、LP レコードを聴
き、エッセイを読む…僕の癒しでした。

《会長挨拶》
渡会祐二 会長

報道でも伝えられましたが、市内の郵便局でクラスタ
ーが発生して郵便物の集配が滞っており、影響を受け
ている会員もおられるかもしれません。かくいう私の
事業所もかれこれ１週間郵便物が届いておらず、少な
からず事業に影響を受けております。このようにコロ
ナによる想定外の問題も発生しています。8 月 27 日
からのまん延防止等重点措置は昨日で解除されるこ
とになりましたが、県独自の緊急事態宣言について佐
世保市は継続しております。皆様の事業所でも、油断
されることなく、感染対策に臨んでいただければと思
います。
ロータリーの関係では、11 日土曜日に、職業奉仕セ
ミナーがオンラインで開催されました。小川委員長を
はじめ、参加者の皆様にはお疲れ様でした。後ほど、
皆様に内容をご報告いただけると幸いです。
また、同じ日には今年度の第 1 回の北斗会が開催さ
れました。こちらも報告があるかもしれませんが、船

津会員が素晴らしいスコアで優勝を飾られました。お
めでとうございます。
本日の例会前に、米山奨学生のドーチューンミントゥ
さん（ベトナム出身・長崎県立大学生）が事務所に来
られ、9 月分の奨学金をお渡ししております。密を避
けるためにすでにお帰りになっておりますが、
ミンさ
んからは、皆様へお礼を承っておりますので、お伝え
いたします。ミンさんには 10 月に卓話をしていただ
きますので、
そこで皆様とも顔合わせができるかと思
います。
さて、塚﨑ガバナーからの要望事項でありますロータ
リー奉仕デーは 9 月 12 日の実施予定は延期となりま
したが、会長としては時期を見て何とか実施したいと
思っております。その準備として、奉仕プロジェクト
社会奉仕の小西委員長には土曜日に黒島へ視察に行
っていただいております。お忙しい中で動いていただ
き、誠にありがとうございます。小西委員長からの報
告を踏まえ、今週の理事会でどのように進めるか協
議・決定するつもりです。たいへん意義のある活動と
思っておりますので、委員会の皆様にはどうぞよろし
くお願い致します。
前回の例会でも申しあげたとおり、
お互いの顔を見る
ことができるのがオンライン例会の良いところです。
カメラの設定が可能な方は、是非カメラをオンにして
いただければと思います。
本日の卓話は、西沢会員となっています。どんなお話
なのかワクワクしております。どうぞよろしくお願い
致します。
先週の例会では、会員増強委員会のクラブフォーラム
が行われ、会員増強へ向けての井上委員長の力強いメ
ッセージをいただきました。会員の皆様には、井上委
員長から候補者のリストアップのお願いが届いてい
ると思います。私もすでに候補者を考えて、ファック
スで回答しました。皆様から候補者をあげていただく
ことが大事です。可能性が高い低いにかかわらず、ぜ
ひ皆様からの情報提供をお願い致します。皆様のご協
力こそが、会員増強への第一歩となります！
さて、すでにご存じの方もおられるとは思いますが、
当クラブの船津会員が、
日本土地家屋調査士会連合会
九州ブロック協議会の会長にご就任されました。新聞
記事に書いてありましたが、約 2100 人の会員を束ね
るトップとのことです。
新型コロナの暗いニュースが
続く中で、クラブ会員の明るい出来事で嬉しい限りで
す。船津会員のご就任について、心よりお祝い申し上
げますとともに、益々のご活躍を祈念いたします。
また、先週の臨時総会で、松田信哉会員が 2023～2024
年度の会長ノミニーに選任されました。松田先生には、
改めておめでとうございます。40 周年の節目の年度
になり、相当の重圧もあられようかとは思いますが、
ホップ・ステップ・ジャンプのジャンプを 40 周年で
迎えられるよう、一緒にクラブにご尽力いただければ

と思います。
本日もオンライン例会となりますが、オンライン例会
は、昨年度から数えると今回で 10 回目を数えること
になりました。皆様のおかげで、スムーズに行えてい
ると感謝しております。ただ一点、皆様にお願いがあ
ります。お互いの顔を見ることができるのがオンライ
ン例会の良いところです。カメラの設定が可能な方は、
是非カメラをオンにしていただければと思います。私
は皆様のお顔をぜひ見たいですし、
会員の皆様もお互
いのお顔を見ることで元気や笑顔を得られると思い
ます。ご協力よろしくお願い致します。
本日の卓話は、古賀会員となっています。どのような
お話をされるか、たいへん楽しみにしております。ど
うぞよろしくお願い致します。

《幹事報告》
公門新治

幹事

・ ロータリー財団
国際識字デーにあわせて識字率向上を支援しよう
・ガバナー事務所
地区補助金送金のお知らせ

926 ﾄﾞﾙ

101,860 円

・ガバナーエレクト事務所
ガバナーエレクト事務所開設のご案内
◆事務所：〒849-0913
佐賀県佐賀市兵庫町大字渕 4604-1
◆ＴＥＬ：0952-37-3138
◆ＦＡＸ：0952-37-3139
◆Ｅ‐mail ：ri2740uemura@shunyoukai.jp
◆執務時間 ：10：00～17：00 （月～金曜日）
※土曜・日曜・祝日休ませていただきます。
◆事務局長：髙松 順二
◆副事務局長：木下 博幸
◆事務局 ：小寺 真理
３．伝達事項
① 8 月末日付で中島 寛会員が退会されました
のでお知らせいたします。
② 9/20（月）は祝日休会（敬老の日）です。
次回例会は 9/27（月）第 2 回クラブフォー
ラム 国際奉仕委員会です。

《委員会報告》
１．例会変更
・佐世保ＲＣ
9 月 29 日（水）休会
（クラブ定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3）により）
・佐世保東ＲＣ
9 月 16 日（木）休会
（定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3）により）
・佐世保中央ＲＣ
9 月 9 日（木）9 月 16 日（木）
（定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3）により）
・ハウステンボス佐世保 RC
9 月 14 日（火）、9 月 28 日（火）休会
9 月 18 日（土）
環境美化プロジェクト例会休会
（定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3）により）
２．来 信
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 9 月号

蒲池芳明 公共イメージ・雑誌文献委員長

「ロータリーの友９月号御案内」
9 月 は 「 基 本 的 教 育 と 識 字 率 向 上 月 間 「 Basic
Education and Literacy Month」リテラシーとは元々
は書かれた言葉を正しく読み書きできる力を意味し
ていましたが、今では文章に限らずマークや記号分野
ごとの専門的な単語を正確に理解する力も含むよう
になっています。東京 2020 オリンピック開会式で注
目されたピクトグラム（絵文字）もそれに当たります。

横組み
P7〜P13
子供は親の膝に座ったり寝かしつけてもらったりし
ている時、親のぬくもりを感じながら絵本を読んでも
らっている時の子供達は自分の居場所を確認し、安定
した精神状態になります。健やかな心身の成長へと導
いていく絵本、ひいては読書をすることは自分の知ら
ない場所、時代、世界へと連れて行ってくれる魔法の
道具だと語りかけてきます。
ヘルプマークを皆さんご存知ですか？体の内部に障
害のある人や難病の人、
外見からは分からなくても援
助や配慮を必要としている人である事を知らせるマ
ークです。
P12〜P13 で見たことがあるマークが記載されている
その意味を理解して頂ければと思います。
P17〜P19 ロータリーマガジンクイズがあります。ま
たロータリー公式ロゴの説明が載っていますので是
非見て下さい。
P23〜P25 ロータリー財団の資金の種類用語が説明
されています一読下さい。
縦組み
P4〜P8 今の日本の若者について考える
国際ロータリー第 2800 地区第 5 ブロック１M 筑波学
院大学で元 RC 会員 門脇 厚司氏の講演要旨の記事
です。
いつの時代も「今の若い人はねぇ」という言い方で旧
世代からの違和感が語られていますが、最近はいつの
時代にも増して変わってしまった。
具体的に三つの観
点から述べられています。社会性は社会の構成する個
人がその社会に適用している状態を言いますが、社会
力は社会を良くする、つくり変えていける人間、より
良い社会を考える力、つくりたいという意欲・意志が
あることと今はその社会力を育てる事の重要性を解
説されています。ぜひ読んで下さい。
P18
オンライン親睦旅行ライブで楽しむ台湾 東京八王子
南 RC
コロナ禍でリアルに旅行を実施できない中、旅行会社
の協力もあって約 90 分にわたり台湾でのライブ配信、
会員の親睦を図る事業を行いたいとの思いで実現し
た記事。こんなことも出来るのだと思いました。
小西研一 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長
ロータリー奉仕デーについては 9 月 26 日(日)に黒島
の海岸清掃活動を予定しておりましたが、11 日（土）
に中央ＲＣの岡様にご同行頂き、黒島を訪問、黒島地
域おこし協力隊（佐世保市）の榎本秀実氏と調整して
きました。

その結果、佐世保市に緊急事態宣言が発令されている
30 日までは開催を回避し、10 月下旬～11 月初旬に予
定されている電気自動車導入の除幕式に合わせて訪
問し、導入された電気自動車を活用して海岸の清掃活
動を行う方向で調整を進めることになりました。
尚、除幕式の様子はドキュメンタリー番組で放映され
るとのこと。正式日程が決まりましたら、理事会の承
認を得てあらためてお知らせいたしますので、
ご協力
をお願いします。

地区職業奉仕セミナー参加報告
中村祐二 会員

職業奉仕委員会の小川委員長にかわり、ご報告します。
9 月 11 日（土）14：00～
「国際ロータリー2740 地区職業奉仕委員会セミナー」
が当初、佐賀市のホテルマリターレで予定されていま
したが、コロナ禍によりオンラインＺＯＯＭで行われ
ました。
登録参加者 156 名、実際の参加者約 130 名でありま
した。我がクラブからも、小川委員長始め、入会 3 年
未満の会員 12 名が参加されたと思います。
佐賀南ＲＣの山本地区職業奉仕委員長の進行のもと
進められ塚崎ガバナー、
地区研修リーダーの千葉パス
トガバナーの挨拶、その後灘谷パストガバナーの講演
を拝聴しました。
講演の後は、ファシリテーション 1 部、2 部と約 60

分、１グループ 10 名から 12 名の単位に分かれて意
見の交換があり、テーマとしては
・どのようなことを大切にして仕事をしているか？
・各クラブの例会で工夫していること
・四つのテストの活用の仕方
◆灘谷 PG による基調講演「職業奉仕と日本の商道」
1905 年の RC 設立当初、職業奉仕の規範をなかった。
会員の事業上の利益促進、１業種１会員の互恵主義
時代とともに、男性限定から女性会員の参加、１業種
１会員から１業種 5 会員、主婦もロータリーの会員
になれる、
RC の職業に対する考え方の変遷を知ることができま
した。
例会参加、クラブへの奉仕が根っこであり、大きな柱
とし職業奉仕、その幹として国際奉仕、社会奉仕、新
世代への奉仕（米山奨学金）がある。
その根幹が RC の例会であり、ロータリアンは「例会
参加は義務ではなく、権利である」として、ＲＣ例会
を休むのはもったいない。
私にとって、RC の根幹を考えさせられる意義のある
重要な研修会でした。

さて、本日は西沢会員による会員卓話です。会員一
同楽しみにしています。
西沢会員よろしくお願い致
します。
船津 学君
9 月 11 日㈯に、佐世保カントリークラブ石盛にて
第 1 回北斗会が開催されました。
ベストスコア更新して、41、38 の 79 で優勝しまし
た。とても嬉しくてニコニコです。
西沢 寛君
久しぶりのスピーチで固まっています。
大好きなレコードの話です。しばらくお付き合い下
さい。

《奨学金贈呈》

《ニコニコボックス》
船津

学

親睦活動委員長

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事
長崎県に対する「まん延防止等重点措置」は解除さ
れますが、佐世保市の感染段階ステージ「5」とし、
県独自の緊急事態宣言および飲食店等への時短要
請を 9 月 30 日まで継続することとされました。
 市外との往来自粛
 外出自粛
 同居家族以外の人との会食自粛
 職場内での感染症対策の徹底
しばらくは、オンライン例会が続きますが、皆さん
ご協力お願いします。
本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

8,000 円

内海一洋

（記事担当

累計 293,000 円
渥美

大介）

