
第 2758回例会

《司 会》  新間 桂子 君

《合 唱》

《 BGM》

《ゲス ト》

《ビジター》 なし

《本日のお祝い》

お誕生 日

3月 28日 鈴木 洋一 君

結婚記念 日

3月 26日 望月 康弘

3月 26日 久野 義彦

3月 29日 神野 一成

《会長代行挨拶要旨》

「リスク トレー ドオフ」 佐橋 徹 会長代行

先 日、新聞で見かけた
「リスクトレードオフ」について

お話 します。

あるリスクを回避す るこ

とで別のリスクが生 じた り

増大させて しまうことで

すが、これには様々な事

例がありました。

米国では 9.H事 件以後テロやハイシ
゛
ャックを恐れるため

飛行機の利用が減少 して、自動車で長距離を移動する

人が増加 しました。その結果 9 11事件後 1年間の自

動車事故による死亡者数が前年より 1500人 も増加 し

てしまつた例、また一昨年には北海道では、自菜の漬

物の生産過程で新鮮な味を保つために殺菌剤である次

亜塩素酸ナトリウムの使用量を十分に用いなかったために

大腸菌 0157の 感染による集団食中毒が発生 して 100

名以上が治療を受け、数名の死亡者があつた事件があ

りました。最近、最も悲惨だつた 「リスクトレードオフ」の事

「手に手つないで」

HENRY ‖ANCINI

AND HIS ORCHESTRA

静岡県相撲連盟

会長 下村 勝彦 様

平成 28年 3月 24日  天 候 曇

例は、福島第一原発事故の後、年間に 20ミ ツシーベルト以上

の放射能被爆が予想 された地域の住民に避難命令が発

令 されて、入院中や施設に入居中の息者 さんや老人は

バスなどで、遠 くは県外にまで移送 されました。老人

が圧倒的に多かったためもあって、移送中にも移送直

後にも亡くなつた方が出てしまいました。年間 20ミ リシ
ーベルトの放射線被爆が どれほどの健康被害をもた らす

ものかは、正確には判断出来ませんが、震災関連死が

1700名 以上認められたことは、移住や避難所生活のスト

レスも大きく関与 していると考えられます。入院中の病

人や老人には 今まで通 りの生活を選択する余地は許

されなかったのでしょうか ?
「リスクトレードオフ」の有名な事例は DDTが しばしば話題

とな ります。DDTは製造方法が比較的簡単で従つて安

価で強力な殺虫効果をマラリアやチフスを媒介す る蚊や夕ニ゙

シラミなどに絶大な効果を発揮 します。この強力な効果に

ちなんでフ・ロレスに DDTと い う名前の付いた必殺技が生

まれたほどでした。その上人体への直接的な毒性は少

ない とい う特徴を持った殺虫斉Jで あつたために 1940

年代から1960年 代にDDTは 世界中で大量に使用 され

ました。 ところが有名な書き出しで知 られているレイチェ

ル・カーソン女史の「沈黙の春」の中で DDTが動物の体内に

蓄積 された結果  「鳥の鳴かない、花の咲かない、春

が来る。」と農薬による環境汚染に警告を与えました。

特に米国の国鳥で米国の紋章にも用い られている自頭

鷲に絶滅の危険があるとい う指摘は、ケネテ
゛
ィ大統領にま

で大きな影響を与えました。 さらに発がん性 も認めら

れることから製造禁上にまで至 りました。その結果 開

発途上国ではマラリア患者が再び激増 してしまいました。

スリランカでは DDTの使用でマラリア息者が 250万人から31人

に激減 しましたが、DDT禁止後わずか 5年で以前 と同

じ250万人に逆戻 りしてしまいました。
「リスクトレードオフ」は事の大小はありますが、 日常でも

しば しば経験する事で、そのたびに我々は苦 しい判断

を求められています。

言い換えれば “彼方立てれば此方が立たぬ"と いっ

たところでしょうか ?
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《来費卓話》

静岡県相撲連盟 会長

「大相撲のあれ これ」

下村 勝彦 様

大相撲春場所は琴奨菊

の綱取 りに期待がありま

したが押 し相撲の怖いと

ころが出てしまいました。

しかし豪栄道、稀勢の

里が検討 してお り最後ま

で気の抜けない面白い相

撲になると期待 しています。

本 日は、自鵬の問題 もあることか ら力士のマナーにつ

いてお話 しをさせて頂きます。

31代木村庄之助から「相僕は舞台から五穀豊作を神

に祈念 し、吉凶を占うために神事 として行われた。長

い歴史の中から養われた重要な民俗文化であり、土俵

上で展開される儀式、型、所作は神事として重要な意

味を持つ。一方、他のスホ・―ツからみれば、何故このよう

な事があるんだとい うような、ちょんまげ、四股、土

俵入 り、さが り、塵浄水、清めの塩、土俵の房など色々

あるが、この無用 とも思われる様式が生きる文化財で

あ り、相撲の源であり、文化であり、相撲の命である。

土俵上で展開される儀式、型、所作は神事 として重

要な意味を持つが今の力士はどれほど理解 しているの

だろうか」 とい うお話 しがありました。このようなこ

とから力士のマナーについてお話 しをします。

力士とは 19代横綱常陸山は 「力士は力の士 (侍 )」

と仰つています。44代横綱栃錦は「力士は力の紳士 (裸

の紳士)なれ」と言つてます。紳士のいわれは 603年聖

徳大使が作った官位十二階とい う制度で、役人が締め

ている帯を 「紳」と言い、絞めている人を紳士と言い

一流はその世界で最高の地位であり、常に努力 し、奢

らず謙虚である人です。比較 されるのが自鵬の平成 27

年 1月 場所にて審判部批判の発言でした。 自鵬が師と

あおぐ大鵬は世紀の誤審 といわれた戸田戦のあと「横

綱 として誤審を与えるような相撲を取つた自分が悪いJ

と話 しました。自鵬は大鵬の記録を塗 り替えています

が、まだまだ大鵬には近づけていません。

内館牧子 さんは 
一

「音の力士にはた

たずまいの美 しさ

があつた。その所

作にも美 しさがあ

った。大相僕には

抑制の美が必要」

と仰つています。

今場所も白鵬がやつたダメ押 し、大袈裟なハ・フォ‐ンス、

土俵上のにらみあいなどは抑えないといけない、塵浄

水は挨拶なのに日もあわせない、 日と目をあわせるの

は基本中の基本、柏手も胸の前で打つもの、眸賜はお

互いを尊重 し気を鎮めること、そ うい うことが所作の

美 しさにも現れてくると思います。また、さが りは神

社にある紙四手と同じで、力士が土俵に上がる前に体

を清めるとい うものです。

手刀は、勝利の二神への感謝の気持ちを表すもの。

左 (神産巣霊神)右 (高御産巣霊神)中 (天御中主神 )

の順で手刀を切 り、軍杯は三法の代わ りであり、両手

で懸賞金を受け取るもの。一つ一つの所作でも大事な

ものがあ り、それが守 られてこそ相撲の美 しさがあり

伝統を大事にして欲 しいと思います。

本 日は力士のマナーで時間切れになって しまいま した

が、機会があれば相撲 とスホ・―ツマンシッフ
・
など他のお話 しも

できますので、よろしくお願いします。

《会員退会報告》

氣谷雄太郎会員が今回で退

会 されることになりました。

《スマイル報告》

長田きみの 君  今週末浅畑川清掃、私が明日より

少 し長い出張で掃除屋にもかかわら

ず欠席 となります。懺悔 してスマイルし

ます。

中嶋 達郎 君  下村会長、本 日 卓話に来ていただ

きあ りがとうございました。琴奨菊

の優勝により、相撲 ファンが更に増

え大変良い傾向だ。我が国の国技に

横綱が 1人 も居ないのが、なんとも

言えなく残念だ。 どうか若手を育成

される事に期待をしています。

杉田 至弘 君  ご多忙の中、本 日の卓話を快 くお引

受け戴いた静岡県相撲連盟会長、 日

本相撲連盟評議員の下村勝彦 さんに

感謝 し、併せて国技の相僕が 日本人

も活躍 して益々隆盛 となることを祈

リスマイル します。

由利 浩志 君  3月 15日 開催 されました第 9回「あ

すなろ会」に初めて参加 をさせてい

ただきま した。結果は、初参加・初

優勝で した。次回は幹事 とい うこと

で 5月 17日 (火 )すばらしい葛城 ゴル

フクラブで開催いた します。ぜひ参

加 してください。

小林 創 君    結婚記念 日のお花あ りが とうござ

いま した。 四半世紀の風雪 に耐 え

銀婚式を迎えました。長続 きの秘訣

は 「単身赴任ですかね?!

氣谷 雄太郎君  この度人事異動により10年間の単

身赴任生活か ら開放 され家族がいる

東京の自宅に戻れることにな りま し

た。気候が温暖で食べ物が とても美

味 しい静岡に、もう少 し居たかつた

気持ちもあ り少 し複雑です。静岡東

RCの皆さんには大変お世話になりま

した。ほん とうにあ りが とうござい

ました。

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

3/24 51 9

3/17 10

3/10 9 3 93 75%

<会報作成 :鳥屋原 昇>
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