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≪司 会》   高田雅司 君

《合 唱》   「それで こそ ロータ リー」

《BGM≫   「SMILE―SING A SONG」

≪ゲス ト》  なし

≪ビジター≫  なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

1月 25日 高柳正雄 君

嬢議艤饂睫卜

結婚記念 日

1月 26日 司馬 速 君

松の内の捉え方は、正月

二が 日とす るところか ら 15

日頃まで とす るところまで

地方によつていろいろあるよ

うです。その松の内をとっく

に過ぎましたが、新年 らしい

ご挨拶をしていないので松竹梅の話をします。

私は不勉強で、松竹梅 とい うのは縦の関係を示すも

のとずっと思っていました。寿司でも蕎麦でも、松が

最高値のあと順に竹 。梅 と値段が下がつていく、そ う

い うものと思つていたわけです。 しかしNHKの 朝の連

続テレビドラマ 「梅ちゃん先生」で、お父さん役の解

説を問いて、松竹梅は縦の関係でなく横の関係にある

ことを初めて知 りました。
「梅ちゃん先生」のお父さんによれば、松竹梅は中

国では 「歳寒三友」と称 され、冬の寒 さの中でも緑を

保つ松、雪の重さに負けずスクッと生える竹、寒 さの

中で花を咲かせる梅 と、松竹梅はともに清廉潔白な生

き方の例えとされています。あくまでも横並びです。

日本では松竹梅は門松に使われます。門松は正月に

家の門の前などに立てられ、松飾 りとも言われますが

もともとは歳神 (と しがみ)の 依代 (よ りしろ)と され

神霊が下界に降 りてくるときの安息所であり目標物 と
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考えられていました。

松竹梅 と門松の関係は、まず平安時代に冬も青々と

した縁起の良い木 として松が新年を寿 ぐ飾 り=門松 と

なつたことに始まります。室町時代になると松同様に

冬も青い竹が加わり、さらに江戸時代には冬に花が咲

く梅が加わりました。この時点では人々は松竹梅に上

下関係を意識 していなかったようで、松竹梅 とい う表

記順は単に取 り扱われた時代順にすぎないとする説も

あるくらいです。

蕎麦屋/寿司屋で 「特上 。上 。並」を 「松 。竹 。梅」

に置き換えて表現するようになつたのは明治になって

か らともいわれますが、 日本人 らしい繊細な感覚で

特上を注文する気取 りや並を注文する卑屈さを隠すた

めの裏わざとして定着 したようです。竹や梅にとつて

は、さぞかし不本意な言われ方ではなかったでしょう

か。こうした松・竹 。梅の出自を辿れば、その関係は

上下でなくあくまでも並列ですから、今年は恥 じるこ

となく堂々と梅を注文 してみては如何でしょうか。

≪新会員紹介≫

静岡鉄道榊 専務取締役 加藤登士樹 君

皆さんと楽しくお話をさせ

ていただきながら、活動にも

積極的に取 り組んでいきたい

と思います。エスパルスの役

員もやつてお りますので、応

援宜しくお願いします。

《年男 口年女スピーチ≫

鈴木洋一 君

家内と「永遠のゼロ」を見

ました。第 2次大戦の特攻を

題材にした映画です。会社で

言えば戦争は経営者が経営を

誤 り、社員がその犠牲になつ

たと喩えができるかと思いますが、戦争に負けた結果

社員が会社がどうなるかということに全く無関心にな

ってしまっているというのは、それでいいのかなと思
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います。特攻隊のパイロットに教官が 「生き残つたら

どうい う仕事をしたいですか」と聞くシーンがありま

す。自分は戦争が終わつて 9年後の昭和 29年 に生まれ

たので、戦争で生き残つた訳ではありませんが、生き

残つた日本人のひとりとして生を受けたことに感謝 し

て、どうい う仕事をしたいのか自問しながら今後の仕

事に取 り組みたいと思いました。

小山宏之 君

正月に行われた箱根駅伝

で、今年は往路復路共に東

洋大学が優勝 しました。東

洋大学は一昨年まで “山の

神"と 言われた柏原選手が

在籍 し、往路の 5区 箱根の

山登 りで驚異的なスピー ドで駆け抜け、在学四年間で

3度の総合優勝をもたらしました。彼が卒業後、東洋

大学は優勝から遠ざか り「やはり柏原のチームだった」

と椰楡 されました。それに発奮 した選手たちは、どう

すれば再び優勝できるチームになるのか ?全員が喧々

調々の議論を戦わせたそ うです。従来であれば運動部

は縦の規律が強く、下級生が意見を言える環境ではあ

りませんが、チームの課題や必要な練習などを全員で

考え、実行 しました。結果が今年の総合優勝をもたら

し、10名 のランナー中 5名 が区間賞を取る活躍を見せ

ました。年齢・役職を超え、自由に意見を出しあえる

環境が如何に大切であるかを痛感 した次第です。

《委員長・ リーダー 上半期業績、下半期計画発表≫

クラブ広報、クラブ会報

プログラム 中田リーダー

今年度は会長の意向により、会員の方に卓話をお願

いしてお ります。下期は H名 の卓話を予定してお りま

すので、ご協力宜しくお願いします。

ソング 佐野リァダー

明るく楽 しい雰囲気を作るように努力 してきました。

今後もよろしくご協力お願いします。

ロータ リー財団 日米山 上田委員長

9/8地 区ロータリー財団セ ミナーに参加。H/7例会

にてセ ミナーの報告と 2006～ 2007年度の国際親善奨

学生の原功様に卓話をいただきました。

米山 新間リーダー

9/14米 山記念館の秋季例会に参加。10/3米 山学友の

文様に卓話をお願いしました。

奉仕プロジェク ト、職業奉仕 大村委員長

10/12地区職業奉仕セ ミナーに参加。10/17に 34名

で日銀 と警視庁を見学。10/31ク ラブフォーラムとし

て、ご自分の職業について語 り合つていただきました。

≪スマイル報告≫

戸塚敦雄 君   静岡鉄道の加藤登士樹様が当クラ

ブヘ入会 された事に感謝 してスマイ

ル致します。本 国つたない情報委員会

を実施 させていただきました。

今年度は正確な記録の編集・行事の報告などを目的

に会報の作成を行いました。今後も会員卓話の際には

原稿作成のご協力宜 しくお願いします。

IT推進 長島リーダー

HPの更新をしてお り、11月 までの会報も掲載 して

お りますので、ご覧いただけたらと思います。

雑誌               杉本 リーダー

1月 から「ロータリの友」電子版が配信 されていま

す。ぜひご覧になり、お気づきの点がありましたらお

寄せください。

クラブ管理運営、クラブ奉仕、SAA 中嶋委員長
4月 下旬に会員の皆様に考えていただくフォーラム

を考えてお ります。欠席による届出が定着 し、食事を

平均残 3食に抑えることが出来ました。

出席 山下リーダー

平均出席率 89.23%、 最高は 96.3%で した。メーキ

ャップのご協力宜しくお願いします。

親睦活動 相原 リーダー

納涼夜間例会、食べ歩き会、年末家族会を実施 しま

した。親睦活動グループ全員で工夫を凝 らし、会員間

の親睦が図れるように考えていきたいと思います。

古賀リーダー 高柳正雄 君

司馬 速 君

松下睦朗 君

小山宏之 君

鈴木洋一 君

誕生 日のお祝い、ありがとうござい

ます。63才、クラブの平均年令 と同

じになりました。StayYoungで 頑張 り

ます。また今 日は加藤 さんのご入会を

心より歓迎します。

結婚記念 日のお祝い有難 うござい

ます。あっと言 う間の 63年でした。

69回 目の誕生 日を迎えました。お

祝いにカロリーメーターを頂き有難

うございました。これからも健康に気

をつけて七十路の人生を愉 じめるよ

うに頑張 りたいと思います。

本 日は年男 とい うことでスピーチ

させていただきました。今年一年が良

い年 となることを祈つてスマイル し

ます。

今 日は年男 としてのスピーチの 日

です。うまくしゃべれる自信が全 くな

いので聞いていただいた方に感謝 し

てスマイル します。

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
57(56) 6

56(54) 9

56(55) 3 85 46%


