第２５８１回例会報告議事録
日時 令和元年８月６日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

会長挨拶

国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員

木村会長
ゴルフ好きの方が多いので、夜中の３時過ぎまで全英女子オープンを見られた
方がたくさんいらっしゃるのではないかと思います。
若干二十歳の女性の選手が感動と感心を与えてくれました。感動というのは、
ああいう場面で力を発揮して優勝したということなのですが、感心させられたの
は、あの雰囲気の中であれだけ笑顔を振りまいて、観客の方とハイタッチをした
り、サインを書いたりしていて、
そういう女子プロは今まで見た事がありませんでし

た。
先週の家族夜間親睦例会にたくさんのご家族の方に出席していただき、ありがとうございまし
た。今年度の親睦の主旨である、家族を含めた例会、社会奉仕を活動計画のメインにしています
ので、初回の親睦活動であれだけたくさんのご家族の方に集まっていただき、本当にありがとうご
ざいました。
今日は広島の原爆投下記念日です。記念日というのもおかしいのですが、
７４年前に広島に原爆
が投下されました。原爆ドームや原爆資料館に行かれた方はいらっしゃいますか。私は関西で育っ
たので、小学校の時に一度、原爆資料館に行った事があります。
ぐちゃぐちゃになった自転車とか、
服とか、銀行の石段に人影が残っているのを見て、小学生ながらに、すごく怖い事なんだなと思っ
た記憶があります。資料館が改修され、新たに出来たそうなので、社内旅行で広島に行く計画をし
ています。
先週の火曜日の夜に行なわれた第５回の会長幹事会の報告事項になります。
来月９月２７日
（金）
に柏西クラブさんと我孫子クラブの合同のガバナー公式訪問がございます。
それに先立って９月３日にはガバナー補佐が来られて、
クラブ協議会を行ないます。皆様、
その２日
間は日程を調整していただいて、予定していただければと思います。詳細は幹事もしくは事務局か
らご報告させていただきます。
クラブ活動計画書の内容を皆さん、
よく目を通していただければと思います。
ポリオのバッジを皆さんにお配りしました。ポリオ根絶は国際ロータリーの最優先課題ということ
で、
もう一度、皆さんに認識をしていただくためにバッジを作ったそうです。
当クラブは地区補助金で事業を行ないますので、活動の際にも、
ポリオ撲滅の啓発を行なって
いることを広めてくださいということで、のぼりも配布してくれるそうですので、
そういうことで、
ポリ
オ根絶の意識を持っていただければと思います。

親睦委員会報告

倉持委員長
先週の家族親睦例会にご参加いただきました会員の皆様、
ご家族の方々、当
日、車を用意してくださった服部会員、
ありがとうございました。
あまりの暑さで用意したリムジンが故障するとか、エアコンが効かないとかトラ
ブルがあったのですが、
３２名で開催することができて、会員間、家族間の親睦が
はかれたのではないかと思います。
今日は月の第一例会ということで、
８月が誕生月の方々のお祝いをしたいと思
います。塩毛会員、寺井会員、柳田会員、
おめでとうございます。
塩毛会員より
本日は誕生祝いをして頂まして、誠にありがとうございます。
古く中国には人生を一年に例えて、春夏秋冬に決めており、その四
季に色づけをしています。
一番有名なのは「青春」で、３０歳くらいまでを言います。
「朱夏」は
５０くらいまでを言い、燃えたぎるような夏をイメージしていて、いろ
んなことを精力的にするような時代のことを言います。次は「白秋」で

す。白と言うより透明だそうで、私は今、白秋の時期になっています。その次の「玄冬」は黒を意味
し、人生の仕上げの時期になります。
人生１００年時代を迎えますと、
「玄冬」の次には何が来るのかなと思いながら最近過ごしてい
ます。皆さんはどんな色をお考えでしょうか。
寺井会員より
お誕生日のお祝いありがとうございます。今年で４９になります。今
回こちらでお祝いしていただくのは２度目です。
特に話すことも思い浮かびません。
会長もゴルフの話をしていましたが、プレー中に「タラタラしてんじ
ゃねーよ」というお菓子を食べていたそうなのですが、自分が暑くてダ
ラダラしてるのを言われたような気がしましたので、今は売り切れでし
ょうけど、見かけた時には買って自分を戒めたいと思います。ありがとうございました。
柳田会員より
本日はありがとうございます。一昨日で無事に５０になりました。
５０周年記念ということになります。
人生１００年時代という中で、まだ半分しか生きていない、ケツの青
い奴なんだなということを自覚しましたが、まだまだやりたいこともあ
りますし、がんばっていかなければいけないなと思います。
今はＬＩＮＥとかFacebookで友だちからのお祝いはいただいてい
るのですが、４日の日に家に帰ったら、嫁は寝ていて、息子は部屋でゲーム、娘は犬と横になって
寝ていて、そこに、ラップのかかったシャケが一切れがあって、それだけを夜飯に食べさせていた
だきました。非常に楽しい誕生日でした。皆様にお祝いしていただけると非常にありがたいと思
いまして、それが言いたかっただけです。

出席委員会報告

堤委員長
出席率７５.００％

２４名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
業務による欠席が８名。
業務の為： 荒井会員、梶会員、佐藤（拓）会員、関根会員、福武会員、
前田会員、湯下会員、米田会員

幹事報告

藤本幹事
・活動計画書を配布させていただきました。
２７ページの会員構成ですが、
２０１９年７月１日現在 正会員３１名、途中加入者
３１名を３２名に訂正お願い致します。
一年間、
この活動計画書を携行して例会にご参加ください。
・本日、柏南クラブさんで納涼例会がございます。当クラブからの出席は、木村
会長、石原会員、上村ガバナー補佐、服部会員、私です。
・柏西ＲＣより移動夜間例会 納涼会の案内受理。
８月３０日
（金）柏高島屋の本館屋上の銀座ライオンビアガーデンにて。
・例会変更のお知らせ
柏南ＲＣ ８月６日
（火）納涼例会
８月１３日
（火）夏季休会
柏西ＲＣ ８月１６日
（金）任意休会
８月３０日
（金）移動夜間例会（納涼会）
柏ＲＣ
８月１４日
（水）休会
８月２８日
（水）夜間例会
・米山学友会よりロータリーデーのバーベキュー大会の案内受理
９月７日
（土）
１２時半受付、
１３時〜
海浜幕張公園のバーベキューガーデンにて
こちらについても、
ご参加ご希望の方は事務局までお問い合わせいただき、
お
申し込みください。
（次ページへ続く）

・幹事の立場ではないのですが、
当クラブの代表として我孫子市のスポーツ振興応援団の役員を
させていただいております。
本日、例会、理事会後に、商工会に行ってきます。
動きとしましては、
ＮＥＣグリーンロケッツ、中央学院大学の駅伝の応援が主にあります。
中央学院大学については来年のシード権を取っておりますので、来年も応援お願いしますという
ご依頼がきています。
グリーンロケッツさんについても、順調に勝っているとの事ですが、引き続き、
ご支援くださいとの
ことです。
・本日、例会後に理事会がございますので、理事の方はお残りください。

卓話「歌謡曲が輝いていた頃」

佐藤雅教会員
特別何を話していいかわからないのですが、私なりに考えて、今日の題は「歌
謡曲が輝いていた頃」というとんでもない題名は題名です。
今から２１年前、
６０歳の時に、今までを振り返って何か思い出に残る事はないか
と考えて、歌謡曲を年代別に編成すると、
「歌は世につれ世は歌につれ」という言
葉があります通り、世相を反映している歌謡曲があるんじゃないかと思い、
まとめ
てみました。医師会の会報に投稿した資料が残っていましたので、その一部をお
話しようかと思います。
今日は７４年目の大変な日です。終戦を迎えたのは私が小学校１年生の時でした。
８月１５日に学
校へ行くと、
「今日は半日で帰れ、大変な発表があるから」ということで帰されました。帰る道すが
ら、大人たちが泣いているんです。玉音放送があったわけです。
小学校３年生になった時に、新聞配達をすることになりました。試しにやってみて、卒業までの４
年間やって、最後はベテランになりました。
配達区域に商店街が入っていましたので、パチンコ屋や映画館のような所では朝から晩まで音
楽を鳴らしていました。配達する間に覚えてしまう訳です。
歌にかこつけて、
その時の世相を話していければいいかな、
というつもりでお話しすることにしま
した。
当時の新聞配達は今のようにバイクや自転車で配達するのではなく、束にして運びました。昔
は、新聞社が分かれていなくて、配る順番を考えて組むわけです。一軒間違えると、全部間違える
ことになり、新聞屋のおじさんと一緒に謝るために各家庭を回ったこともありました。
まず苗字が読
めなくて苦労しました。
今まで調べた結果、一番古い文献では８００年くらい前、平安の頃に後鳥羽上皇が遊女を集め
て、巷で流行っている歌を聞いてまとめた、
という文章が残っています。
近代になってきますと、昭和の初期頃にコロンビアとかビクターとかレコード会社ができ、作曲
家、作詞家、専属の歌手というのを作るようになりました。
昭和の初期は「大学は出たけれど」という言葉が流行ったように大恐慌の不景気な時代が始ま
りました。その頃から段々どうもきな臭い戦争に日本は巻き込まれていくわけです。そうこうするう
ちに、軍人の靴音が大きくなってきて、昭和１６年には太平洋戦争に突入しました。
現在、ヤクルトスワローズの応援歌で東京行進曲という歌がありますが、昭和４年に中山晋平と
いう人が作った歌です。昭和に入ってきて、古賀政男、淡谷のり子の「別れのブルース」等が流行
ってきました。女優で美女だった高峰三枝子の「湖畔の宿」という歌が随分ヒットしました。歌謡曲
が段々盛んになってきた頃です。淡谷のり子の「夜のプラットフォーム」
「別れのブルース」も出てき
ました。
私が今でも忘れられないのが「海ゆかば」という非常に幻想的な、鎮魂的ための歌というか、悲
壮感のある歌です。当時は君が代に次ぐ第二の国民歌と言われたくらい流行しました。大伴家持
（おおとものやかもち）
という万葉の歌人の歌に東京芸術大学の教授が曲をつけました。子ども心
に今でも忘れられないのですが、あれだけショックを受けた曲はいまだにないので、私は葬儀の時
に、
この歌で送ってもらおうかなと思うくらい気に入っています。荘厳な鎮魂歌として当時は非常に
もてはやされました。
それが不思議に戦争が終わってしまうと、断ち切れるように聞こえなくなりました。時代が変わっ
たということなのでしょうか。戦争が終わって、食べることに困るような辛い時代がやってきたわけ
です。
この続きはまたやっていきますが、今日はさわりとして、
この程度にしておきたいと思います。すみ
ませんでした。ありがとうございました。

食事について

柳田Ｓ . Ａ . Ａ .
昼食はいかがでしょうか。お魚は少し薄味だったようですが、味がいじれるものといじれないもの
があるようです。
こちらの意志は伝えてあります。今日、
お礼を言いに行こうと思っていますので、塩
分に関しては「もうちょい」と話してこようと思います。

閉会の言葉

木村会長
佐藤先生、卓話をありがとうございました。私、恥ずかしながら「海ゆかば」という歌は知らな
いので、またいつか歌っていただければと思います。
例会を終了いたします。点鐘します。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
小池会員 佐藤会員 卓話ありがとうございました。
佐藤雅教会員 口から出る言葉は暑いですねのみ。
塩毛会員 ８月生まれに乾杯！
誕生祝ありがとうございます。
寺井会員
佐藤先生 話の続きをたのしみにしています。
佐藤先生 卓話ありがとうございました。
藤本幹事
小池さん お大事に！！
村越会員 佐藤会員、次回の卓話も楽しみにしています。
柳田会員 誕生日（８月）ありがとうございます。
当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
７,０００円
６５,０００円

今週の表紙「龍泉寺」千葉県我孫子市中峠1423番地
度重なる火災で由緒は不明ですが、延暦年間（782〜806年）に弘法大師が手賀沼の畔に草庵を結んで波
切不動尊を安置したのが始まりとされています。真言宗のお寺です。新四国相馬霊場76番礼所が境内にあ
ります。
明治22年（1889年）には湖北小学校の前身、湖北尋常小学校が龍泉寺に開設されました。現在は湖北保
育園が併設されています。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

