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２０１３年３月６日　第２０９４回例会　VOL. ４４　No. ３３

■司　　会　ＳＡＡ　田川　富男

■開会点鐘　会　長  山崎　良三

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　内田　　敏

■出席報告

　
■本日の欠席者
佐藤、斎藤

■他クラブ出席者
新川 (地区 )

■ゲスト
申　錫澈君 (米山奨学生 )

■３月誕生記念祝

大谷　蓉子会員　　　　3月  8 日

山崎　良三会員　　　　3月 31 日

田川　富男会員　　　　3月 20 日

市川　慎二会員　　　　3月  9 日

■ひなまつりお祝い
大谷会員、漆原会員

■会長報告
　今月の活動予定では情報集会や、明日の IM

大会が有ります。

　この頃は麻疹がはやっていると聞いていま

すが皆様には、どうぞ気を付けてください。

　先月と９月に体験例会を開きましたが、私

の紹介者の堀江氏は社員２人が急に退職され

て一人前に育てるのに 10 年は掛かるというこ

とで現在その手当に当分忙しいので現在進行

形状態です。もう一方の山本女史は新作品に

取り掛かるので、今は入会不可の状態です。

いずれにしろ体験例会に来られた方々へのア

フターケアが必要かと考えています。

○地区関係　

１）地区奨学金、学友 VTT 委員に新川さん、

R平和フェローシップ委員に漆原さんへ

委嘱のお知らせです。

２）インターアクト、ローターアクト卒業式

日時　３月 16 日 12 時開会

場所　KKR ポートヒル横浜

登録締切　３月９日

 

本日の出席率　92.86％

本日の出席数       26 名会 　 員 　 数  　  34 名

修正出席率   　 100％

「奉仕を通じて平和を」
2012-13年度 RI会長／田 中 作 次　　RI.D2590ガバナー／露 木 雄 二　　横浜旭RC会長／山 崎 良 三

Peace Through Service
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■幹事報告　
１）例会臨時変更のお知らせ

○神奈川東ロータリークラブ

日時　３月 22 日金曜日夜間例会

　　　ル―ヤン RC 来日歓迎会

日時　３月 29 日㈮通常例会

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　３月 19 日㈫休会

○横浜緑ロータリークラブ

日時　３月 20 日㈬祝日休会

日時　４月３日㈬夜間移動例会

　　　　　　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　福聚院

２）神奈川ロータリークラブよりお知らせ

日時　３月 11 日㈪　点鐘　12 時 30 分

場所　ホテルキャメロットジャパン５階

卓話者　横浜国立大学院教授　

　　　　中井　里史様

演題　シックハウス問題の経緯と今日の状況

＊ご出席の場合は、神奈川ロータリークラブ

事務局まで (FAX045-313-3652) ご連絡下さい。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／①吉原さん、今日の卓話を楽し

みにしています。②米山奨学生の申さん、よ

うこそ。

青木　邦弘／①吉原さん今日は楽しみです。

②会員の皆さまに、ニコニコへのご協力をお

願いします。最近少しづつ減っています。

安藤　達雄／吉原さんの卓話楽しみです。宜

しくお願いします。

大谷　蓉子／お誕生日祝いをありがとうござ

います。

倉本　宏昭／①吉原会員の卓話楽しみにして

います。よろしくお願いします。②申君よう

こそ。

五十嵐　正／吉原さん、本日の卓話楽しみに

しておりました！よろしくお願いします。

千葉　和裕／①申さん、短い１年でしたね！

来月から社会人として頑張って下さい。②明

日、IM で発表します。２年間の歩みをお話し

したいと思います。③誕生祝いを頂きまして、

有難うございます。

漆原恵理子／①ひなまつりにちなんでのプレ

ゼントありがとうございます。②吉原さんの

卓話よろしくお願いします。

北澤　正浩／吉原さん、卓話たのしみにして

おります。

福村　　正／黄砂、花粉、PM2.5 で大変なこ

とになっています。本日中座させていただき

ます。

綿貫　守一／吉原さんの卓話たのしみです。

懐かしい話をたのしみにしています。

吉原　則光／本日の卓話、私の番です。聞い

てもよし、聞かなくてもよしのつまらない話

ですが、よろしくお願いします。

新川　　尚／南アフリカ学習者支援プロジェ

クトへのご協力いただき、ありがとうござい

ます。おかげさまで昨年同様の支援が出来ま

した。

市川　慎二／①吉原さん、素敵な川柳と卓話、

とても楽しみです。②誕生祝ありがとうござ

います。

安藤　公一／吉原さんの卓話楽しみです。

田川　富男／①吉原さん、卓話よろしくお願

いします。②誕生祝をいただきまして、あり

がとうございました。

矢田　昭一／吉原さん、卓話ご苦労様です。

内田　　敏／吉原さん、本日の卓話よろしく

お願いいたします。楽しみにしています。

■卓話　
「偶感　２題」　　　　　　　　　吉原　則光

１）昔の学校の先生 (明治末期～昭和の初め )

都岡村の尋常高等小学校の頃の話題

　先生６人で全員村の人であった。校長は新

川鎌八先生で、32 年間 (M23 ～ T12) 校長を務

められ、村の教育に尽力された。さらに都筑

郡教育界のリーダーとして活躍された。

・給料の遅配

　当時、給料は県ではなく、村の支出であっ

　た関係で、村の財政に左右されることが多

　かった。

・学歴による給料の差が大きかった。

　(師範出と代用教員 )

・男女差があった。

・先生の職業倫理の変化

　聖職の時代、尊敬信頼が極めて厚かった。

　給料は安かったが使命感が強く、日々の教

　育に専念した。戦後は、尊敬・信頼が失わ

　れてしまい、聖職から教育労働者・サラリー

　マン化へと大きく変化してしまった。
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①小豆島 忘れてもらう 退職金

②生徒より 先に担任 卒業す

③退職で 跡を汚した 聖職者

　                  ( 産経テーマ川柳より )

２）川柳人気　にわかに急上昇

　川柳が好まれるのは、現代が本音の時代だ

からだろう。

　俳句は自然現象に託して心情を詠み、季語

などの約束事でまだるっこい。

　その点川柳は身軽だが、滑稽・風刺、うが

ちの要素を盛り込まねば読者に受けない。受

けることは重要で、笑う、共感する、溜飲を

下げるという反応だ。

　俳句が芸術的とすれば、川柳は芸能的であ

り、現代はこの芸能的空気がゆきわたり、笑

いやユーモアがないと人間関係が円滑に運ば

ない。笑いの回路を使うことで、相手に確実

なメッセージが届く。こんな時代に川柳は合

うのです。

　(サラリーマン川柳選者　山藤章二さん談 )

　　　　　　　　　　　　朝日新聞 2013.2.9

・川柳とは

　江戸中頃の前句付け (川柳の母体 )の点者

　柄井川柳の名前から

・俳句と川柳の相違点

　共通点 :どちらも 5-7-5 の 17 音の定型詞

　異なる点 :

　俳句　事物や風景を描写する

　　　　文語体　季語と切れがある

　川柳　人間を詠む

　　　　口語体　何の制限もない　

・いろいろな川柳

１.サラリーマン川柳

　第一生命の社内報に始まる

　1987 年から一般募集、毎年 360 句を本に

２.女子会川柳

　サラリーマン川柳の女性版

　１月発売ですでに８万部

３.シルバー川柳

　みやぎシルバーから昨年９月発行で 25 万部

４.トイレ川柳

　TOTO の募集、毎回２万５千句位集まる

　トイレットペーパーに印刷、発売

５.朝日川柳

　朝日新聞、時事を詠む

　「親孝行　長野に一人で　移住させ」

６.産経川柳

　毎週テーマが与えられる　

　(退職金、仕事始め、レスリング等 )

○ロータリー川柳

　毎月のロータリーの友に 20 句が選ばれ、会

員向け、品の良い良質な作品が多い

万能川柳。女性会員の句が少ない。

①ロータリー 信号のない 交差点

②ロータリー 私にチャンス くれた会

③願わくは 世界の平和 ロータリー

④年齢を 言わぬ友達 ロータリー

⑤百歳の ロータリアンが 遂に出た

⑥手をつなぐ ロータリアンのクリスマス

⑦ IM は 玄界灘の 波の華

⑧短めの 会長挨拶 拍手わく

⑨タクト振る 魔法をかけるように振る

⑩父の日は ニコニコ箱が 欲しいです

⑪プライドは 小さいけれど 磨いてる

⑫耳ピアス 右か左か 別れ道

⑬カロリーが 明記してある 食べ放題

⑭珈琲より ぜんざい似合う 防衛相

⑮天国に 地震はないと 誘われる

■次週の卓話
　　3/20 　祝日休会
　　3/27　北澤会員
　　　　　イニシエーションスピーチ　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正
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