
第 2747回例会

《司 会》  新間佳子 君

《合 唱》

《BGM》

《ゲス ト》

「君が代」「奉仕の理想」

PIANO霧のレイクルイーズ他

なし

結婚記念 日

なし

佐橋 徹 会長代行

皆様、あけましておめ

でとうございます。

この新年はいかがお迎

えになりましたでしょう

か?少 し心配になるほど

の暖かさでした。

今年は西暦 2016年、邦歴

では平成 28年、皇紀 2676

年で、丙申 (ひのえさる)で うるう年にも当た ります。うるう

年ですので 8月 には リオデジャネイロでオ リンピックが開

催 されます。また米国大統領選挙予備選挙が始ま り、大会を

経て 11月 には第 45代大統領が選出されることとなります。

はたしてク リン トン夫人が勝利 して民主党の長期政権が続

くのか ?或 いは共和党が 4年ぶ りに政権を奪還す るので し

ょうか ?興味あるところです。そ して 日本では夏に参議院選

挙が予定されています。同時選挙はないようですが、はたし

て国民は安倍政権にどのような評価を下すのかこちら方の

興味も尽きません。

今年は丙申と申しました。皆様はすでにご存 じのごとく十

干十二支の干支 (え と)です。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸の十千 と

子丑寅・・・の十二支の組み合わせです。10と 12の最小公

倍数が 60ですので、これにちなんで 60を一回 りとして 60

平成 28年 1月 7日 天候 晴

歳を還暦としたようです。

丙申の年は大きく伸びる年と言われています、60年前の

丙申の年は、昭和 31年に当たりますが通産省は「もはや戦

後ではない」と経済自書で述べ、日本は国連に加盟して、そ

れ以後の高度経済成長期へのスター トを切つた時期に当た

ります。

今年もこの時のように益々成長を続けることができるの

でしょうか ?こ れには疑問符を持つ方々もかなり見受けら

れるようです。

千支の話を少し続けますが有名な千支では「甲子園球場」

がまず頭に浮かびます。甲子 (き のえね)の大正 13年の完成

にちなんで命名さたとの事です。その他歴史上の出来事には

しばしば千支が使われます。古くは壬申の乱、戊辰戦争、辛

亥革命などはみな千支による年代で表されています。

話は変わりますが、年末に当社の食堂で新聞の方と話をし

ている際に、最近の話題はなんでしょうか?と いうことが話

題になりました。新聞のある方が「それは3Kで しょう。」

と話されました。私は大昔に、高身長、高学歴、高収入の 3

高と言われたことを思い出しました。また最近では、きつい

きけん、きたない、の3Kが現業の職場から聞こえてくるな

どという記事を読んだことを思い出しました。現代の3Kは
「健康」「環境」「教育」の3Kだそうです。確かに、これら

の3Kは重要なポイントと納得できるものでした。健康と環

境は何とか判るかなと思えましたが、教育はとても漠然とし

ていてほとんどイメージが沸きません。しっかりと考えてみ

ないといけないと、つくづく思いました。

我々中高年の3Kは 、血圧計、体重計、と歩数計の3K
です。

任期も残るところ半年となりました今後の予定としまし

ては 2月 18日 の市内7ク ラブ合同例会を我々がホストクラ

ブとして開催予定です。3月 には IMがあり、恒例の麻機川

の清掃や 4月 には南部特別支援学校の訪問などが予定され

ています。

今後とも皆様方のご指導、ご協力をお願いいたします。

《ビジター》 なし

《本日のお祝い》

お誕生 日

1月 4日 望月康弘 君

《会長挨拶要旨》

「新年のご挨拶」
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《年男・ 年女スピーチ》

「ゴルフの目標』 古橋 ■俊 君

東 クラブに入会 し

て 3回 目の年男 を迎

えます。

24年前は干支につ

いて話 を させ ていた

だきました。

12年 前は七福神につ

いて話をさせていただきました。

今回は趣味のゴルフについて話をさせていただきます。

ゴルフは今まで少ない年で年 3回、多い年で年間 20回 プレ

ー しましたが、昨年 1月 社長を息子に譲 り、会長 となり、時

間に余裕ができたので、42回 プレーすることができました。

回数を多く行 うことによリハンディーも菊川 CCにおいて

は 1月 に 22で したが、10月 には 21と なり、11月 には 19

とまでなりました。

日本平 oCで は 1月 に 18で したが 4月 には 16と なり 10

月では 14と なりました。

私のハンディーの目標が 20を切ることでしたので、日標

を達成することができました。

年間平均ス トロークも今まで一番良かつたのが、一昨年の

1012で したが、昨年は 984と なり 100を切ることができ

ました。

今年の日標は日本平 CCでハンディーを 12と し、A組に入

ることです。

大村 幸代 君

今年のお正月はどのようにお過ご

しでしたか。

私は今年二回も別々の神様にお参

りに行きそのたびにおみくじを引

きました。特別信心深いわけではな

くたまたまそういうことになつた

だけなのですが。

おみくじの結果は、吉、小吉、中

吉でした。ところで吉と小吉つてどちらがいいのでしょうか。

大吉、中吉、小吉、で吉、末吉、凶、大凶という意見が一番

多いようですが、少 し調べてみましたら神社本庁 とい うとこ

ろが出している資料には、大吉、吉、中吉、小吉、末吉、凶

とあり、吉の扱いが随分ちがつているのです。

さらに半吉、や末小吉、大上吉 (上天丼のようなものでしょ

うか 。・ )、 平 (普通であること)、 吉凶未分 きつきょう未

だ分からず (い いか悪いか今はまだ分からない)、 吉凶相交末

吉 きつきょう相交わり末吉 (基本的には吉だが努力を怠る

と凶になる)な ど、もはやいいのか悪いのかもわからないよ

うなものまで含めると 20種類ほどもあるようなのです。

そもそもおみくじつて誰が作つているのでしょうか。

実は「女子道社」とい う名前の会社がおみくじ市場のシェア

のなんと 60%以上を占めているのだそ うです。この会社は

」R山陽本線徳山駅から車で約 40分北へ行つた自然豊かな

緑に囲まれた、周南市鹿野地域にありまして、なんと現在 も

一枚ずつ手作業で折 られているそ うです。会社の名前に「
女

子道」とあるのは、この会社が作られた明治時代は、男尊女

卑の風潮がまだまだ強く、この地の二所山田神社の先々代の

官司さんが女性神主の登用を提言 し、女性参政権をいち早く

訴え、女性の自立を主張したそうです。そしてその教化の一

環として明治 39年に機関紙 「女子道」を発干」し、その資金

源として考えられたのがおみくじの生産であり、ここで現在

の女子道社が創業されたそうです。

ところで、吉、小吉、中吉とでた私は今年結局どうなんだ

ということですが、ここで先の二所山田神社の現在の宮司さ

んが答えてくれていました。
「おみくじは占いではありません。たとえ、凶が出ても縁

起が悪いと落ち込むことも、大吉がでて有頂天になることも

ありません。内容をよく読み、反省すべき点は反省し、励ま

しのお言葉として受け止め、日々 努力を怠らないことが大切

です」

結局は自分次第。やはり神様に丸投げはできないというこ

とでしょうか。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

《スマイル報告》

鈴木 洋一 君   今年のおみくじは浅間神社も三保神社

も小吉でした。これが大吉になるように

大口でスマイルします。

寺澤 啓子 君   あけましておめでとうございます。年

末ジャンボ宝くじ初めて当たりました。

金額は少ないのですが今までなかつた事

なので「びっくリポンJです。今年は良

いことがあるかもと期待しています。本

年もよろしくお願い致します。

曽根 正弘 君   年末年始が超多忙でしたので、年賀状

はこれからです。いただいた方には遅れ

てもお届けしたいと思つております。本

年もよろしくお願い申し上げます。

大村 幸代 君   今年最初の例会で卓話をさせていただ

きます。申年の会員が 3名 しかいないと

わかり、会員増強グループとしては昭和

43年 (48歳 )と 昭和 55年生まれの新入会

員を急募したいと思います。お心当たり

のある方 どうぞよろしくお願い致 しま

す。

佐橋 徹 君

望月 康弘 君

田中 義一 君

あけましておめでとうございます。本

年 もどうぞよろ しくお願 い申し上げま

す。

例年ほとんど咲かない椿ですが、今年

は苦が一杯です。今年が良い年になるよ

うに願つてスマイル。

相場は波乱ではじま りましたが、今年

もよろしくお願いします。

《クラブ会報グループか らの連絡事項 》

クラブ会報グループリーダー   鈴木寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真・画像データ

など工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化する」ことを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願い致します。

<会報作成 :長田きみの>

「おみくじ」

《出席報告》
出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

1/7 51(40 8

12/24 53(48)

12/17 54(49) 17 13 91 8%
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