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今週のプログラム 

「人生ケセラセラ」小田島 國博会員 

 

前回例会報告（４月１３日） 
点 鐘： 石毛 充会長 

ロータリーソング：我等の生業  

四つのテスト唱和 

ビジターなし 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。暖かくなりやっと春らし

くなったなあと思ったら、ここ 2、3 日は 25 度

を超える夏日となり、春をゆっくり感じる時間

が…。冬から、春を飛び越して一挙に夏になって

しまった気がします。寒暖差がとても大きい今

日この頃ですので、体調管理に充分注意いたし

ましょう。 

初めに先週 6 日、春の交通安全出発式に出席

して参りました。小学生新１年４名が、元気よく

交通安全の誓いを発表してくれました。私も車

を運転する機会が多いです。「この子達を絶対に

交通事故に遭わせないように安全運転を心がけ

よう」と大人の私達も誓う良い機会です。 

集団登校で、上級生が前と後ろに並び、真ん中に

小さな身体に大きなランドセルを背負った 1 年

生が歩いているのを見て、自分も、また自分の子

供達、そして孫達も、こうした交通指導を通して

学び、たくさんの方々に見守られてきたのだと

しみじみ思います。入学、入園から間もないこの

時期、道路の交通に慣れない子供達。横断歩道で

小さな手を大きく上げて渡ろうとしています。 

今年のスローガン 

『手をあげる 子どもはあなたを 信じている』 

私達自動車の運転者は、歩行者に対する保護意

識をより一層醸成し、子どもたちに交通ルール

と交通マナーを指導し、良いお手本を見せなく

てはいけないと思います。常に安全運転を心が

けていきましょう。 

さて、昨日は八日市場 RC 創立 60 周年記念例

会に金島さんと出席して来ました。猿田神社の

ロータリー憩いの森に９年前植樹した月桂樹が

枯れてしまった、と金島さんからお聞きしまし

た。八日市場 RCの川口会長に相談しましたとこ

ろ、今回月桂樹を分けていただけることになり、

「せっかくなので記念例会でお渡しします」と

川口会長よりご提案いただきました。八日市場

クラブの皆さんの前で、ありがたくいただいて

まいりました。 

本来ならホテルで盛大な記念式典を予定してい

たそうで、コロナ禍のため規模縮小しての開催

となってしまいました。親睦を大切している八

日市場クラブの皆さんはとても残念だったよう

です。 

報告と致しまして、本日猿田神社での移動例会

を予定し、例会終了後出席された会員皆さんと

植え替えを考えていましたが残念ながら中止と

なり、記念式典の帰りに金島さんと植え替えさ

せていただきました。害虫よけに土壌消毒薬を

散布しましたので、今回は大きくたくましく育

って欲しいですね。 

最後になりますが、猿田神社にお参りの際には、

ぜひ新しい月桂樹をごらんになってください。 
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幹事報告 
1. RLI卒後ｺｰｽ・DL養成ｺｰｽ開催のご案内 

2. MCRレポート３月 

3. 災害救援基金（ウクライナ支援）へのご支援 

のお願い  

…ガバナー事務所 

4. 地区研修・協議会当日について 

…ガバナーエレクト事務所 

5. 2022-3 終了奨学生カウンセラー対象アンケー

トのお願い 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6. 4/17 開催国際交流ｲﾍﾞﾝﾄ「World Travel in 

Choshi～ﾀｲの旧正月ｿﾝｸﾗｰﾝ」について 

…銚子市国際交流協会 

会員の記念日  

 

 

 

 

 

 

 

常世田祐一会員  村田 等会員 

(4月 7日)    (4月 7日) 

創業記念日 村田  等会員(4月 7日) 

      高橋 宏明会員(4月 10日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧伊藤 浩一会員 

先月中頃から古傷の脊柱管狭窄症の痛みが出て

一時は、夜トイレにも行けない状態になってし

まいましたが、やっとロータリー例会に出られ

る迄回復しました。 

卓  話 

「炉辺談話」    猿田 正城会員 

囲炉裏を囲んで暖まりながら、取り留めのない

話をすることを炉辺談話と云います。 

 10 年以上も前のことですが、栃木県にある湯

西川温泉の伴久ホテルに宿泊したことがありま

す。夕食は古民家風の囲炉裏を囲んでのスタイ

ルでした。料理を運んできた仲居さんに、「どう

して囲炉裏なんですか。」と尋ねますと、「心も暖

まるお話などして夕食を楽しんでいただきたく

て。」と。 

 つまり炉辺談話というのは、お金の話とか、人

のうわさ話をするのではなく、もっと質の高い

心の暖まるような話をすることだと気が付きま

した。 

 炉辺談話で思い出すのは、内閣総理大臣の中

曽根氏が、アメリカ大統領のレーガン氏を招い 

て囲炉裏を囲んで行った日の出山荘の「ロン・ヤ

ス会談」であります。 

 ここは東京都西多摩郡日の出町にあり、現在

は日米首脳会談記念館となっており、町の観光

協会に申し込めば見学することが出来ます。麓

に 10台程の駐車場があり、そこから細い山路を

登ると中腹に山荘が見えてきます。玄関の前に

韓国大統領から贈られたという半鐘がありまし

た。 

 案内人に従って色々と見学しました。その中

で私が最も興味を持ったのは書斎でありました。

書棚に立派な金文字の政治関係の蔵書が並んで

いました。しかし、中央の一ヶ所だけは一冊だけ

でした。その本は〔葉隠〕でした。 

 この本は、

江戸時代の鍋

島藩士、山本

常朝の談話を

田代陣基が書

き留めたもの

です。内容は

項目別になっ

ていて、武士としてのあり方、行動哲学を説いた

本です。 

 例えば、武士道とは死ぬことと見付けたり。の

見出しでは、武士たる者は常に死を覚悟してい

るべきである。生か死かを選ぶ時は死を選ぶの

が正しい生き方である。そして、武士という者

は、健康であるということより、健康であるよう

に見られる行動をすることが肝要である。と述

べています。 

 また、「他人を注意する時の心得」の項目では、

まず自分が相手に信用される人格者であるかを

見つめること。相手が自分の注意を受け入れる

ことができる人物かどうかを見分けることであ

る。日頃から親しくしている関係でも人を注意

することはむずかしいと心得るべきである。 

 そして他人と話し合いをする時は、相手の気
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質を早く飲み込んで、それに応じた対応をする

ことである。理屈っぽく頑固な人に対しては、自

分から折れて角の立たぬようにするのが賢明で

ある。 

また「芸は身を滅ぼす」とも言っています。 

武士たる者は芸事に熱中すると身を誤る基にな

るので注意することである。武士が芸事をする

時は芸は身を滅ぼすということを常に己に言い

聞かせることが肝要である。このような内容が

書かれている本です。今日の私たちの日常生活

上でも心得として通用するように思います。読

みたい方には光文社出版の三島由紀夫著、「葉隠

入門」をお薦めします。 

 私は猿田町に住んでいます。車で例会に出席

するためには、いくつかのルートがありますが、

近道は白石町から正明寺町を通る方法です。私

はこの道が好きです。秋には稲刈の済んだ畦道

に赤い曼珠沙華の花が固まって咲いています。 

曼珠沙華ひと群ら燃えて秋日強し  

そこ過ぎてゐる静かな道 です。 

城趾の谷間に、白百合が一輪だけ咲いています。 

ふるさとの谷間に咲ける白百合は  

恥らひてこそふるへしか 好きな歌です。 

ところで、曼珠沙華は群れて咲くのに、白百合

はなぜ一本だけで咲いているのでしょうか。 

それは曼珠沙華は球根の分割による繁殖の植物

であるのに対し、百合は花の後に実を付ける植

物の違いによるものです。百合は種子が運ばれ

て、どこにも繁殖します。百合の球根は、食料と

して食べられます。しかし、曼珠沙華の球根は毒

があり食べることができません。食べられると

種の絶滅になるからです。大自然のしくみの妙

には感心させられます。 

最後に私の好きな中曽根氏の俳句を一句紹介し

ます。 

  くれてなほ 命の限り 蝉しぐれ 

ご清聴ありがとうございました。    以上 

 

 

委員会報告 淵岡彰介社会奉仕委員長 

春の交通安全運動 

薄暮時街頭監視 

15 日(金)は、悪天候が

予想されますので、今

回は参加を見合わせる

ことといたします。 

ご了承ください。 

 

 

【出席報告】  
会員総数 ３７名  出席計算 ３５名  

出  席 ２５名  欠  席 １０名  

出 席 率 ７１．４３％ 

欠席者：廣瀬君・飯島君・松本君・村田君 

佐藤君・島田君・吉原君・常世田君 

鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

4/12八日市場ＲＣ６０周年記念例会 

 石毛君・金島君 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

※トンガ王国海底火山噴火災害支援 例会募金 

地区へ送金しました。ご協力有難うございました。 

国際奉仕委員長 寺内 忠正 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 5,000 計 ￥375,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 34,190 

米山 BOX ￥ 3,300 計 ￥ 34,290 

希望の風 ￥ ― 計 ￥180,651 

次週（４月２７日）プログラム 

「趣味と実益」村田 等会員 

 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 
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【私の一言】      信太 秀紀会員 

「さ、ひっくり返そう！」 

（下の文章を読んでいた

だきましたら、今度は下

から上へ、一行ずつ読ん

でみてください。 

あなたの人生の大逆転劇

が始まります！！） 

大逆転は起こりうる。 

わたしは、その言葉を信じない。 

どうせ奇跡なんて起こらない。 

それでも人々は無責任に言うだろう。 

小さな者でも大きな相手に立ち向かえ。 

誰とも違う発想や工夫を駆使して闘え。 

今こそ自分を貫くときだ。 

しかし、そんな考え方は馬鹿げている。 

勝ち目のない勝負はあきらめるのが賢明だ。 

わたしはただ、為す術もなく押し込まれる。 

土俵際、もはや絶体絶命。         

 

例会プログラム 

5 月 青少年奉仕月間 

４日 定款第 7 条第 1 節（ｄ）により休会 

１１日「OSUSOWAKE プロジェクト」 

     杉山俊明会員・千葉科学大学生 

１８日「社会奉仕委員会」アンケート結果報告 

２５日「成田空港圏の地域振興プラン」 

   富里市商工会会長 寒郡 茂樹様 

          （GND 富里 RC 所属） 

２９日(日)銚子東 RC 創立５０周年記念式典 

（合同例会を兼開催） 

会場：犬吠埼ホテル 点鐘：16 時 

※後日、ご案内いたします。 

 

６月 親睦活動月間 

１日 5/29 合同例会振替の為 休会 

８日「新入会員卓話（予定）」 

１５日「夜間移動例会新旧クラブ協議会（予定）」 

２２日「お笑いダイエット＆健康講座」 

    ヤセ騎士様 

２９日 会長・幹事退任挨拶 

（4/6 現在の予定です。） 

 

「ポールハリス 4 世について」 

八日市場ロータリークラブ 
ポールハリス４世育成委員会 

RC創始者であるポールハリスが、1932年にマ

ニラでの世界大会に出席の際、東京の帝国ホテ

ルに一泊し、月桂樹を記念植樹された。これがポ

ールハリス１世。 

その後帝国ホテルの移転に伴い、北の丸公園に

移植され、大きく成長しておりこの 2 世を東京

ＲＣの好意により、群馬県桐生ＲＣが創立 35周

年記念として植樹し、ポールハリス 3 世と名付

けたとのこと。 

この話を聞いた八日市場ＲＣの故井橋力会員他

10 名で 1994 年、桐生クラブを訪れ針植をいた

だき、これをポールハリス 4世と名付けた。 

この 4世は、母樹として同年、八日市場市制 40

周年記念に際し八日市場ドームへ植樹され、さ

らに 2007年八日市場駅南口にも植樹された。 

その枝をさし木にして、八日市場ＲＣ川口京子

現会長が増植して、来訪するガバナーやその他

クラブに配布しているのがポールハリス 5 世で

ある。 

12日(火)八日市場 RC60周年記念例会にて 

ポールハリス５世をいただきました。 

 

【猿田神社北川駐車場 ロータリー憩いの森】  

 

同日、月桂樹 

植替えしました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

害虫よけに土壌消毒薬を散布 


