
■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　市川　慎二

■出席報告

　 
■本日の欠席者
増田

■１月誕生記念祝

今野　丁三会員　　　1.26

二宮　　登会員　　　1.7

■会長報告
　新年明けましておめでとうございます。比

較的穏やかな気候のお正月となり、皆様良い

お年をお迎え頂いたこととお慶び申し上げま

す。仕事初めの今週から寒さも一層厳しくな

りましたが、会員の皆様におかれてはお身体

にお気をつけ頂き元気に例会にご参加頂きた

く存じます。私の会長職も残り僅か半年とな
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りました。残された半年を何とか更に有意義

なものにしていきたいと考えています。今ま

で以上に皆様のご支援、ご協力を頂きます様、

宜しくお願い致します。来る１月 12 日㈰の東

日本復興支援チャリティーコンサートは、地

区からの補助金を頂いた当クラブにとっての

一大奉仕活動となります。年始めにこれを何

としても成功させていきたいと思っています。

その翌日の 13 日は、当横浜旭ロータリークラ

ブの 44 回目の創立記念日となります。そして

今月はロータリー理解推進月間となっていま

す。この機会に創立に携われた方々の思いを

しっかりと継承し、ロータリー活動に対する

理解を更に深め、これからのクラブライフを

より有意義なものにしていきましょう。

　今年は、年の前半に様々なことが目白押し

でやってきます。２月には冬季オリンピック

がロシアのソチで開催され、４月には消費税

が８％に増税されます。そして６月にはサッ

カーのワールドカップがブラジルで開催され

ます。全てが良い方向に向かっていってくれ

ることを願っています。

　本日は、賀詞交換会ですので特に卓話はあ

りませんが、恒例により年男の方々より一言

頂くことになっています。吉原さん、太田さ

ん宜しくお願い致します。

○地区関係

１）１月 31 日の第５グループ８クラブ合同例

会の申込を 13 名の方から頂きました。ありが
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とうございます。

２）第４、第５グループの IM は３月６日㈭で

す。皆様のご参加をお願いします。

○クラブ関係

１）本日夜に理事役員会を開催しますので、

理事役員の方々ご参集願います。

２）２月の第２例会、２月 12 日に体験例会を

開催します。お心当たりのある方是非ご友人

にお声を掛けて頂き、お連れ下さい。

３）１月２日に行われたラグビー大学選手権

準決勝で早稲田大学と帝京大学がそれぞれ勝

ちあがり、１月 12 日 13 時より国立競技場で

決勝戦が行われます。皆様応援宜しくお願い

致します。また昨日行われました高校ラグビー

の決勝戦では神奈川桐蔭学園が健闘しました

が、桐蔭のミスを上手く得点に繋げた東海大

仰星が 19-14 で３度目の優勝を勝ち取りまし

た。実力伯仲同士ではやはりミスをした方が

負けるという勝負の厳しさを教えられました。

因みにラグビーは冬の季語だそうです。

■幹事報告
例会臨時変更のお知らせ

○新横浜ロータリークラブ

８クラブ合同夜間例会のご案内

日時　１月 31 日㈮ 18:15 ～ 21:15

場所　新横浜国際ホテル南館２階チャーチル

会費　会員、米山奨学生　　10,000 円

　　　家族　　　　　　　　 8,000 円

講演　森喜朗元内閣総理大臣

テーマ　「2019 年ラグビーワールドカップ、

2020 年東京オリンピック、安倍政権を語る」

バンド演奏　三橋えり＆吉田桂一トリオ

■社会奉仕委員会                                  千葉 和裕

○チャリティーコンサート開催について

　当日の時間は社会奉仕委員は 11:30、一般

会員 12:30、開演 13:00 とし、準備としては

写真の掲示、看板類の設置等。

　今回の試みとして、旭 RC 独自の映像を作成

し開演後、冒頭で流す企画がありますので、

多くのご参加をお願い致します。又、協賛金

として各会員のご協力もお願い致します。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／新年明けましておめでとうござ

います。本年も宜しくお願い致します。昨日

の高校ラグビー決勝で残念ながら桐蔭学園は

準優勝に終わりましたがよく闘ったと思いま

す。12 日には大学ラグビー決勝があります。

皆様ワセダの応援宜しくお願いします。

福村　　正／皆様、新年明けましておめでと

うございます。本年も宜しくお願いします。

来るチャリティーコンサートのご協力を合わ

せて宜しくお願いします。

吉野　寧訓／本年もよろしくお願いします。

出席 100％の継続を宜しくお願いします。

倉本　宏昭／新年おめでとうございます。今

年がクラブにとって一段と飛躍の年になりま

すよう祈念いたします。

安藤　達雄／新年明けましておめでとうござ

います。今年も元気で頑張りましょう。

矢田　昭一／新年明けましておめでとうござ

います。本年もよろしくお願いします。

二宮　　登／①本年もよろしくお願いいたし

ます。②悲劇の武将畠山重忠を NHK の大河ド

ラマに取り上げて頂くよう、行動をスタート

したいと思います。

岡田　清七／おめでとうございます。本年も

よろしく。

吉原　則光／新春を迎え、旭ロータリークラ

ブお目出とうございます。良き一年でありま

すようお祈り致します。

関口　友宏／安藤年度の後期に期待して

内田　　敏／本年もよろしくお願い致します。

太田　勝典／明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。

今野　丁三／新年あけましておめでとうござ

います。誕生日祝いありがとうございます。

まだ現役をやっていますが、喜寿の声をきい

たら体のあちこちが痛んできたような気がし

ます。

川瀬　恵津子／明けましておめでとうござい

ます。今年もよろしくお願い致します。

後藤　英則／新年明けましておめでとうござ

います。

五十嵐　　正／新年明けましておめでとうご

ざいます。本年もよろしくお願いします。

齋藤　善孝／皆さん新年明けましておめでと

うございます。今年もよろしくお願いします。

安藤会長任期も残り半年になりましたね。あ

とはのんびりやって下さい。

千葉　和裕／皆様、今年も楽しい一年にしま

しょう。二宮さん、八つ頭美味しかった！

田川　富男／お陰様で南アフリカ支援金が目

標金額に達成しました。本日送金しました。

今年も宜しくお願い致します。

青木　邦弘／本年もよろしくお願いします。

杉山　雅彦／あけましておめでとうございま



　
　

　
　

　
　

　　　　
　先日ラジオで、幼稚園児位の子がこんなこ

とを言っていました。「お父さんは時々動物園

に連れて行ってくれますが、動物園には馬し

かいません。広い公園を馬が走りまわってい

ます。」私は競馬には興味がありませんので、

馬の話はできませんが、馬で思い出すのは RC

の重鎮であった佐藤千尋先生です。７年ほど

前の平成 19 年７月、当クラブの卓話で佐藤千

尋先生をお迎えした事は皆さんもまだ記憶に

残っている事と思います。佐藤先生は RI 会長

代理を歴任し、「ロータリーは人を作る」「職

業と人生」等の著書があり、日本 RC のリーダー

であり、論客の一人です。日本 RC の重鎮が一

クラブで卓話されることは、めったにありま

せん。

　当日のニコニコ BOX でも、こんなコメント

がありました。安藤達雄会員は「佐藤先生の

卓話を頂けることは晴天の霹靂です」、松本会

員は「佐藤先生の御高説を拝聴できる幸せに

感謝して」、鶴ヶ峰 RC からも８名の出席をい

ただきました。

　佐藤先生の卓話が実現したいきさつをお話

ししますと、昨年まで会員だった辻会員は電

気部品の製造をしています。佐藤先生は、東

京の千住金属工業株式会社の会長でした。辻

さんの会社が部品の納入先の関係があり、佐

藤先生とは面識がなかったそうですが、その

年度は辻さんがプログラム委員長でした。辻

さんはこのコネを利用しようと企てました。

私は情報委員長でした。辻さんに「佐藤先生

の自宅へ押し掛けるから、太田付き合え」と

言われ、湯沢さんと３人で鎌倉の自宅へ向か

いました。住まいは広い雑木林の中の一軒家

です。鎌倉特有の切り立った岩山の頂上に建っ

ており、細長い３階建ての建物は、まるで仙

人の住まいの雰囲気がありました。先生は当

時 90 才でしたが、足場の悪い急階段を下りて、

私達を出迎えてくれ快く卓話を快諾してくれ

ました。

　卓話は戦後の教育や道徳について、台湾の

李登輝氏との出会い等、貴重な卓話でしたが、

その中でも心に残ったのは鞭駘録の詩でした。

江戸末期の儒学者であった塩谷宕陰（しおの

やとういん）の作だそうです。駿馬（サラブレッ

ド）は千里を走るのはわけないが、駑馬（ど

ば）はどうかとの問いに「これを鞭打ち、こ

れを鞭打ち、これを鞭打ち打ってまた鞭打つ、

今日十里を行き、明日十里を行き、行き行き
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す。本年も宜しくお願い致します。銭洗弁財

天でお清めした御宝銭をお持ちしました。お

金が貯まります様に。因みに、銀行がタダで

お金を差上げるのはこれだけです。(笑 )

漆原恵利子／昨年中は大変お世話になりまし

た。生きている限りいろいろな事があります

が、ロータリーの皆様に出会えて良かったと

おもいます。今年もよろしくお願いします。

二宮麻理子／皆様、新年おめでとうございま

す。本年もよろしくお願いいたします。

鈴木　茂之／あけましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願いいたします。

佐藤　真吾／新年明けましておめでとうござ

います。本年もよろしくお願い致します。

北澤　正浩／皆様新年明けましておめでとう

ございます。今年もよろしくお願い致します。

市川　慎二／本年も宜しくお願い致します。

新川　　尚／あけましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。チャリ

ティーコンサートへのご協力をお願いします。

■卓話　「年男」　　　   　　　　太田　勝典

　明けましておめでとうございます。

　今年は６回目の年男を迎えました。今年の

年男は吉原会員と私の二人だけだそうです。

今年は午年ですが、私達は馬からの連想はサ

ラブレッドです。牧場を駿足で走り回る若い

サラブレッドは毛並みも光輝き、立派なたて

がみをなびかせていますが、同じ馬でも（吉

原さんは別ですが）私は、駄馬であり老馬と

申しましょうか、午年のイメージとはだいぶ

かけはなれていて申し訳ありません。

　先日 12 年前の会報を読み返してみました。

12 年前の年男は、石井さん、湯沢さん、うる

まさん、石山さん、私の５人でした。今年は

２人となってしまいました。次の午年はどう

なっているのでしょうか。年男が１人もいな

くなっては賀詞交換会も盛り上がりません。

会員増強は、RC の永遠の課題ですが、その中

でもぜひ、午年の新会員の獲得を、皆様によ

ろしくお願い致します。
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て止まず、倒れて後止む」

自分は駑馬である。然れども我が志千里にあ

り。この歌が好きで、毎年新しい手帳に書き

写しておりました。

　辻さんとは時々マージャンをしています。

辻さんはマージャンをしながら一杯やるのが

楽しみです。あのおとなしい辻さんが、酔っ

てくると大声を出したり、歌いだしたりて、

マージャン屋のおじさんから注意されます。

３年程前、例によって歌いだしました。「これ

を鞭打ち、これを鞭打ち～」私も思わず一緒

に歌いだしました。お互いにこの歌が好きだっ

た事がわかり、にやりとしました。

　先生は２年程前、ロータリーの友で、亡く

なったことを知りました。御冥福をお祈り申

し上げます。

　午年にちなんで、佐藤千尋先生の思い出話

をさせていただきました。

「年頭の卓話は二人年男」   　　　吉原　則光

今年の干支 ( えと ) は庚午 ( かのえうま )、

午 (うま )年

１)干支 (えと )

十干 ( じっかん ) と十二支を組合わせたもの、

古代中国の暦法

十干:甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、

丁 (ひのと )、戊 (つちのえ )、己 (つちのと )、

庚 (かのえ )、辛 (かのと )、壬 (みずのえ )、

癸 (みずのと )

十二支 :子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、

酉、戌、亥

十干と十二支を組み合わせて年や日を表す。

60 年すると再び生まれた年の干支にかえる。

(還暦 )

２）方位と時刻　　

うま (午 )

①十二支の第７番目、動物では馬にあてる。

②昔の時刻の名。真昼の 12 時、又は今の午前

11 時から午後１時の時刻。正午。

③南の方角を指す。

うま年生まれは 958 万人総人口 (１億 2722 万

人 )の 7.5％に当り、男性 465 万人、女性 493

万人。十二支別の人口では最も少ない。これ

は今年48歳を迎える人が生まれた1966年(昭

和 41) が丙午にあたるため。

３）明治からの午年

・1870 年 ( 明治３ )144 歳　国旗制定

・1882 年 ( 明治 15)132 歳　軍人勅諭制定

・1894 年 ( 明治 27)120 歳　日清戦争開戦

・1906 年 ( 明治 39)108 歳　

  ひのえうま、陸軍記念日、海軍記念日制定

・1918 年 ( 大正７)96 歳　

  第 1 次大戦終結、米騒動

・1930 年 ( 昭和５)84 歳　海軍軍縮条約調印

・1942 年 ( 昭和 17)72 歳 緒戦の勝利、

  B25 本土初空襲、欲しがりません勝つまでは

・1954 年 ( 昭和 29)60 歳　自衛隊発足

・1966 年 ( 昭和 41)48 歳　ひのえうま、

  出生率が 25％ (40 万人 )減少 

・1978 年 ( 昭和 53)36 歳　成田空港開港

・1990 年 ( 平成２)24 歳  統一ドイツ誕生、

  バブル崩壊

・2002 年 ( 平成 14)12 歳　

  第 17 回ワールドカップ開催国

・2014 年 ( 平成 26) ０歳 ?

年男～その年の干支に生まれた男性、女性の

場合は年女。①新年の飾付け、若水を汲む

②節分の豆まきをする役の男

今年の年男は安倍晋三首相、年女は浅田真央

ひのえうま～干支が丙午にあたる年、またこ

の年に生まれた女。この年には火災が多く、

この年生まれの女は、夫を殺すか短命にする

という迷信がある。

■次週の卓話　
　高坂　哲也殿　( 横浜市消防局旭消防署長 )
　　　　　　　　　　週報担当　今野　丁三


