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先先先先々々々々週週週週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日、大阪東 RC の黒田晃右様と戸島利夫   

様、大阪西北 RC の小山登様、姉妹クラブの台北

百齢ＲＣのよしこさんの 4 名のロータリアンをお

迎えしております。ようこそいらっしゃいました。

後ほど小山様には大輪ゴルフ会のご案内をしてい

ただきます。 

さらに、4 週間の勉強を終え台湾に明日帰国さ

れるデイビッドジュニア君、エリック君、ジェニ

ーさんの 3名の短期交換留学生もお迎えしており

ますが、先ほどのスピーチから、各人が日本語の

習得のみならず、日本の文化に親しみ充実した留

学生活を送られたことがわかりました。今晩、

farewell party が大阪倶楽部で開催されますが、

日本での残りの生活をお楽しみください。 

明日は、国際奉仕委員会の皆さん達とともに関

空に見送りにまいりますが、気を付けて帰国して

ください。 

さて、先週入会式の予定であった鹿野浩一さん

が本日入会されました。お母さんの手術の都合で

今週となりましたが、一緒にロータリーライフを

エンジョイしましょう。 

なお、故髙折忠太名誉会員のご子息である髙折

和男様が後ほど来会され、ご挨拶をいただく予定

です。 

1.本日例会終了後 9月度定例理事会です。  

2.配布物  

・ ロータリーの友 8月号 

・ ロータリー財団奨学生募集の案内。  

3.GSE振り返りの集いの開催の案内を回覧させて

頂きます。9 月 6日土曜 16 時からです。会場

シティプラザ大阪です。 

4.来週は休会です。事務局の夏季休暇は 8月 13、

14、15 日です。15 日金曜日はメーキャップデ

スクも出ませんので皆様お間違え無いようお願

いします。 

開催日：2014年 8月 8日(金) 

出席会員数：26名 

(会員総数 36名、内出席規定適用免除会員 6名) 

2014年 7月 18日の理事会において承認されたク

ラブ細則改定案が 2014 年 8 月 8 日、定足数を満

たした例会にて審議されました。 主たる細則改正

部分についての説明については規定審議委員会の

松葉会員によって行われ、出席会員全員意義は無

く、よって定款に則り成立しました。 
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2014 年 8 月 22 日 第 1507 回例会 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((8888 月月月月 22229999 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

8888 月月月月 29292929 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 4444 階｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢大手前育ちのロータリアン大手前育ちのロータリアン大手前育ちのロータリアン大手前育ちのロータリアン｣♪｣♪｣♪｣♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢相続税のイロハ相続税のイロハ相続税のイロハ相続税のイロハ｣｣｣｣    

税理士税理士税理士税理士    小田小田小田小田    啓太氏啓太氏啓太氏啓太氏    

    ((((瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    公一公一公一公一会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢めだかの学校めだかの学校めだかの学校めだかの学校｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢我我我我が人生が人生が人生が人生｣｣｣｣    

大本大本大本大本    達也会員達也会員達也会員達也会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    アンドレ・ギャニオン「愛につつまれてアンドレ・ギャニオン「愛につつまれてアンドレ・ギャニオン「愛につつまれてアンドレ・ギャニオン「愛につつまれて」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    細則変更細則変更細則変更細則変更報告報告報告報告    ――――    



大阪西北 RC小山登氏 

  ・・・第 35 回大輪会ゴルフ大会の御案内

に参りました。よろしくお願い致し

ます。 

台北百齢 RC YOSHIKO氏 

  ・・・皆様、留学生お世話になりました。

ありがとうございました。 

髙折和男氏 

・・・長い間お世話になりありがとうござ

いました。 

金髙・・・鹿野さん、入会お目出とうございま

す。留学生の皆さんの発表楽しみで

す。佐々木さん、卓話頑張って下さ

い。 

木村・・・鹿野さん、｢いらっしゃい｣留学生諸

君、よく頑張りました。 

松浦・・・鹿野様のご入会を祝して！ 

三木・・・留学生のお世話ありがとうございま

した。 

中林・・・河野さん、2 日間ありがとうござい

ました。 

中村(不)・鹿野さん、入会おめでとうございま

す。宜しく！！ 

中田・・・今月、女性経営者のみの本｢女の本気｣

が出版されました。私も執筆しまし

た。また、ご披露します。 

岡本・・・鹿野さん、入会おめでとうございま

す。今日は大手前整肢学園でかき氷

の売り子です。 

大本・・・鹿野さん、御入会おめでとうござい

ます！DJ、エリック、ジェニーそし

て芳子さん、ようこそ。すばらしい

留学生でした！佐々木さん、卓話楽

しみです！ 

佐々木・・本日、卓話の番です。多分 10 回目

位になります。 

瀬尾・・・留学生の皆さん、日本は楽しかった

でしょうか？ 

曽我部・・鹿野さんの入会を祝して。 

竹森・・・鹿野さん、入会おめでとうございま

す。宜しくお願い致します。 

田中(健)・お久しぶりです。 

辻村・・・鹿野さん、入会おめでとうございま

す。 

｢｢｢｢ハクゾウメディカル㈱も創立ハクゾウメディカル㈱も創立ハクゾウメディカル㈱も創立ハクゾウメディカル㈱も創立 60606060 周年を迎周年を迎周年を迎周年を迎

えましたえましたえましたえました｣｣｣｣    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

昨年1953年の創業から60年目を迎えて、人間で

言うと還暦という事になります。私は二代目です

が初代より5年以上も長く社長をやっています。 

二代目と初代の一番違う点は、二代目はお金に

苦労しない事ではないかと思っています。幸い医

療という分野でビジネスをしていたお陰で毎年わ

ずかながら前進して参りました。この間、佐々木

商店から佐々木繃帯そしてハクゾウメディカルと

社名を変更し、取扱い商品も衛生材料、お産用品、

感染対策商品、医療用キット商品と変遷を重ね、

現在は海外にその視野を向けています。 

工場も熊本工場は先代の時ですが、福島工場は

2008年4月に完成し今回初めての増設を行ってい

ます。原発の問題から福島は雇用状況が逼迫しこ

こ何十年と大変な状態が続くと予想され、新築当

時は思ってもいない事態となりました。ここしば

らく熊本工場から熟練者を定期的に配属して、こ

の困難を乗り切っていきたいと考えています。 

今、安倍総理が健康医療戦略をたてて実施に移

しています。自分自身が慢性疾患にかかっている

事から各新興国に対して医療機器の輸出の奨励

や、各国との相互条約で医薬品の許可承認のスピ

ード化、又国内では健康寿命の延長をかかげ、認

知症、うつ病、ガン、感染症の新薬の開発(根本治

療薬)と、我々のビジネスにとっては強力なバック

アップがあります。この機会を有効に利用し、日

本の医療もあと15年~20年で伸びがストップする

との予測ですが、新興国での当社のブランドの普

及に努めていきたいと考えています。 

産学の提携も重要な位置付けと考えて、医療従

事者ドクターやナースとのタイアップで新製品の

開発や改良、命をあずかる医療機関の業務の推進

の為に少しでも効率化、省力化、安心、安全な商

品の上市をこれからもはかって参りたいと考えて

います。 

常に 

人生には限りがあるが企業には限りがない。 

従業員の事を考える良い企業に一歩一歩前進せね

ばならない。 

を座右の銘にして参りたいと思います。 

皆様も医療機関で当社の商品を見られたら少しで

も余分に使っていただけたら幸いです！！ 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥116116116116,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥458458458458,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    ――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



｢｢｢｢あべのハルカスと夕食バイキングあべのハルカスと夕食バイキングあべのハルカスと夕食バイキングあべのハルカスと夕食バイキング｣｣｣｣    

辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

8月 6日(水)福井会員夫妻と留学生で、あべのハ

ルカスへ行きました。私達 3 名はいつものように

前を通っていますが中に入るのは初めて、ところ

がエリックとデビッド Jr は 2 回目だったようで

す。最上階の展望台から見る大阪の街は綺麗で、

福井会員と 2人で盛り上がっていました。 

その後、16階マリオット都ホテルでバイキング

ディナー、3 人共美味しかったのかかなりの量を

食べていました。男性 2名はビールも飲んで顔が

真っ赤になっていました。 

余談ですが、福井夫妻はいつも仲がよろしくて

羨ましい限りです(笑) 

｢日本の伝統セレモニー茶道裏千家見学と｢日本の伝統セレモニー茶道裏千家見学と｢日本の伝統セレモニー茶道裏千家見学と｢日本の伝統セレモニー茶道裏千家見学と

お点前｣お点前｣お点前｣お点前｣    

職業奉仕委職業奉仕委職業奉仕委職業奉仕委員員員員    朝槻朝槻朝槻朝槻    真紀子真紀子真紀子真紀子 

8 月 7 日(木) 17：00 淀屋橋ミズノ前で辻村さ

んの車にピックアップ。17：30四天王寺さんの正

｢｢｢｢夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出    海から始まる！仲間との絆海から始まる！仲間との絆海から始まる！仲間との絆海から始まる！仲間との絆｣｣｣｣    

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2014年 8月 1日～3日 

場所：大阪府立青少年海洋センター 

国際ロータリー第 2660 地区青少年活動の一環

としてのガバナー主宰｢少年少女ニコニコキャン

プ｣に弊社従業員のお子様 2 名を参加させていた

だきました。 

今回は海での活動という事もあって、子供たち

全員とても楽しみにしておりました。初めは、み

んな緊張していますが大阪西南ロータリークラ

ブ・ローターアクトクラブの皆様の段取りの良さ

や見事な進行で、子供たちのすぐに和んでいまし

た。 

当日から天候が崩れる予報もあり、主催者側は

晴れて欲しいと願っておりました。開校式では泉

ガバナーの名調子が聞け、子供達も大声で答えて

いました。大阪府立青少年海洋センターへ向かい

ました。高速で約 1時間ちょっとで到着です。 

2 泊 3 日で食事作り・筏つくり・カヌー体験な

ど海ならではの体験をさせていただきました。キ

ャンプファイヤーはあいにくの雨で中止になって

しまいましたが、帰ってきた子供たちは沢山の友

達が出来てとても喜んで帰ってきました。昨年同

様、今年度も参加させていただき会員の皆様誠に

ありがとうございました。 

参加児童からのお礼の手紙です。 

上部茉優ちゃん上部茉優ちゃん上部茉優ちゃん上部茉優ちゃん：私にとっての 2回目のニコニコ

キャンプ。海でのカヌーや筏つくりカッター雨が

降ってずぶ濡れになったけど、楽しかったです。

同学年が少なくて寂しかったけど、友達もたくさ

ん出来て嬉しかったです。キャンプに行かせてく

れてありがとうございました。 

原田青空くん原田青空くん原田青空くん原田青空くん：みんなでカレーを作って楽しかっ

た。もうちょっと過ごしたかった。たくさん友達

が出来て嬉しかった。カヌーに乗れたのがとても

楽しかった。キャンプに行かせてくれてありがと

うござました。 

――――    少年少年少年少年少女少女少女少女ニコニコニコニコニコニコニコニコキャンプキャンプキャンプキャンプ報告報告報告報告    ――――     

 

――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 1111    ――――    

――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 2222    ――――    



｢｢｢｢フェアウェルパーティーフェアウェルパーティーフェアウェルパーティーフェアウェルパーティー｣｣｣｣    

小林小林小林小林    アツ子アツ子アツ子アツ子    

8月8日中央区今橋の大阪倶楽部で台北百齢RC

短期交換留学生 David Jr.、Jenny、Eric3名のフ

ェアウェルパーティーが開催されました。 

国際奉仕委員長の三木会員ご夫妻をはじめ、金

髙会長ご夫妻とお嬢さん、大本幹事、大蔭前会長 

長谷前幹事、その他大手前ロータリークラブの会

員 10 名に、台北百齢 RC 会長エレクトの

Ms.Yoshiko、大手前 RCからの交換留学生末弘さ

ん、十年前の留学生 竜さん(鄭宇翔)も参加され

総勢 24名で盛大に行われました。 

松浦会員の乾杯のご発声でパーティーの幕開

け、留学生 3 名からお礼の言葉や今後の抱負など

を、覚えたばかりの日本語でスピーチがあり、参

加者一人一人からの励ましや労いの言葉があり、

最後に Ms.Yoshiko の、｢4 週間という期間は、

お世話する側にとっては、ずいぶん長いが、日本

語を勉強するには、あまりにも短い。これを契機

にこれから日本語を日本のことをさらに勉強して

もらいたい。｣とのスピーチで終りました。 

一か月間の長きにわたり、公私ご多忙のなかか

ら、細やかな愛情で、大事にお世話下さった会員

の皆様に、深く感謝いたします。後に続く会員も

この良き活動を守り続けて行きたいものです。 

面のトンナ仏宝堂 5階の茶道稽古場。頓名先生と

一番弟子竹岡さんが玄関でお迎え下さっていまし

た。 

 まず和室では、にじって入り、床の間のお軸と

花と香合の拝見を順番に一人ずつ、しずしずと行

い、座に着きました。正規の濃茶のお点前を、正

客の私から結構なお点前で頂戴しましたが、皆さ

ん濃茶の濃さに驚くばかり。足のしびれに悲鳴を

あげ、先生から小椅子を出され、足にはさんでも

立ち上がれず、私は面白がって足を踏みましたが

… 

 お部屋を変えて、薄茶は正座のない｢流麗｣で、

お茶目な先生達の｢全員お点前トライ｣の声に、辻

村会員から臨みました。茶筅扱いは当然下手なの

で、泡も立たずまずい！！ 

 エリックは、目をつむって一気飲み。デビッド

Jr.は前の人のお点前をよく見ていて、お道具の置

き位置もお茶の入れ方もピタリ！かなり才能あり

と見た。丁寧に頭を下げる作法への質問には、天

下をとった殿様(秀吉)に茶道創始者 千利休は茶

室では、皆平等にひれ伏してお茶をいただく心得

を伝えました。 

 日本語が一番難しいというデビッド Jr.には、漢

字はそちら(中国)から入って来ましたが、島国日

本では、わびさびのある独特の風土、環境の中で

的確な表現が生み出され、漢字も、かなも今に至

るわけですと、日本の美しさをたっぷり宣伝しま

した。懐疑的なデビッド Jr.には感心し、我々も彼

らの？から多くの事に立ち止り、一緒に考え楽し

ませて戴きました。楽しかった～！ 

ちなみに辻村会員のお茶が一番まずかった(笑) 

｢関空お見送り｣｢関空お見送り｣｢関空お見送り｣｢関空お見送り｣    

岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介 

8 月 9 日(土)関空にて台北留学生をお見送りし

た。今回台北百齢 RC からはお迎えにこられなか

ったが、留学生たちも十分しっかりされており、

子どもたちだけで十分だと感じた。 

短い期間だったがみんな真面目にしっかり勉強

され、例会でのスピーチもユーモアたっぷりで素

晴らしいものであった。 

 ――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 3333    ――――    

――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 4444    ――――    

8888 月月月月 22222222 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

シーフードカレーシーフードカレーシーフードカレーシーフードカレー    バターライス添えバターライス添えバターライス添えバターライス添え    

サラダサラダサラダサラダ    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    



機械の調子がいまいちで、かき氷のお店には長

蛇の列・・・お手伝いメンバー全員で役割分担し、

焦りながらも沢山の注文に答えていました。暑い

中の、かき氷を美味しく頬張る姿を見ると嬉しく

思いました。 

岡本・辻村会員の削り担当・注文取り担当の中

野会員・商品手渡しの曾我部会員・氷補充サポー

トの中村不二会員・シロップがけ担当の竹森、皆

様お疲れ様でした。 

お祭りも終盤になり、雨が降らないことを祈り

ながら建物前の広場で盆踊りを行いました。少し

の時間でしたが、学園の方たちが楽しんでいたこ

とが何より良かったです。 

会員皆様のご協力に感謝致します。ありがとう

ござました。 

――――    大手前整肢学園夏祭り報告大手前整肢学園夏祭り報告大手前整肢学園夏祭り報告大手前整肢学園夏祭り報告    ――――    

 国内ビジター 3名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 1名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  3名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<8 月 8 日の出席率 78.79％> 

Make up を含む 7/18 の出席率 89.66％ 

    社会奉仕副委員長社会奉仕副委員長社会奉仕副委員長社会奉仕副委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

日時：2014年 8月 8日(金)15時 50分～19時 

場所：大手前整肢学園 

参加：金髙会長・岡本副会長・大本幹事 

曽我部会員・中村不二会員・辻村会員 

中野会員・竹森 

この日は、理事会や台湾からの留学生のフェア

ウェルパーティーがありと、予定が目白押しで会

員皆さんと手分けをし、｢大手前整肢学園夏祭り｣

へ参加致しました。 

台風 12 号が九州・四国・そして近畿地方に接

近上陸するかと話題になっている中で夏祭りを開

催することになりました。雨対策として、今回は

室内で出店や屋根の下でヨーヨー釣り・ジュース

販売・かき氷販売をすることになりました。 

時間になり、金髙会長より夏祭りの保険代とジ

ュース代・かき氷代の贈呈を行いました。室内で

手狭の中、学園の皆さん、待ちきれない様子で夏

祭り始まりの合図を待っていました。 

会長・幹事は留学生のフェアウェルパーティー

へ向かわれ、残ったメンバーでお手伝い。学園か

らの依頼で、人手が足りないと事前に聞いており

ましたので、かき氷販売のお手伝を致しました。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

出発まで少し時間があったのでみんなで｢神座

ラーメン｣を食べ、最後まで懇親を深めることがで

きた。日本での様々な経験を活かし、益々立派に

成長されることを期待したい。 

三木国際奉仕委員長を中心とした国際奉仕委員

会のメンバー、アテンドいただいた各委員会、メ

ンバーの皆様１ヶ月間お疲れ様でした。 

お見送りに来られたメンバー：(金髙、大本、三

木、大蔭、木村、岡本)会員、三木会員奥様、大蔭

会員奥様、木村会員会社の方々、よしこさんお見

送りありがとうございました。 

 



・・・・9999 月月月月 1111 日日日日((((月月月月))))        18181818：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

新入会員歓迎会 

   (帝国ホテル 23階ジャスミンガーデン)    

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・9999 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・9999 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        12121212：：：：33330000～～～～    

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・9999 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：45454545～～～～14141414：：：：45454545    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

第 1回会員研修事業 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 11117777 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 11118888 日日日日((((土土土土))))            

第 6組インターシティミーティング 

   (コングレコンベンションセンター) 

・・・・11111111 月月月月 11115555 日日日日((((土土土土))))            

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (社会福祉法人成美学寮(奈良市柳生)) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

では、浪江 RC、富岡 RC、小高 RCに避難生活を

強いられている方もおり、相馬 RC の相撲甚句を

中心にやりましょう、ということになりました。

当然、｢被災になんか負けないと誓う相撲甚句｣を

テーマに、相双分区全員の参加協力を得て、披露

しました。 

その時々に合った作詞をし、相馬市民の皆さま

にも親しまれる甚句を歌っています。2013 年 8

月 5 日には、日本相撲協会から横綱・白鵬関をは

じめ多くの力士が相馬市を訪れ｢相馬復興土俵入

り｣が行われ、市民の皆さまの前で力士と共演し、

楽しんでいただきました。甚句会に入っていた方

で、相馬 RC の活動に共感し、入会された方もい

ます。 

今年 4月 12日には当クラブの創立 50周年記念

式典があり、祝賀会では｢相馬 RC50周年を祝う相

撲甚句｣を披露し、皆さまに楽しんでいただきまし

た。今後も楽しみながら、ロータリー活動と会員

増強に努めたいと思います。記念イベントがあり

ましたら、相馬 RCにご一報ください。 

『『『『｢そうま相撲甚句会｣と相馬ロータリーク｢そうま相撲甚句会｣と相馬ロータリーク｢そうま相撲甚句会｣と相馬ロータリーク｢そうま相撲甚句会｣と相馬ロータリーク

ラブラブラブラブ』』』』    

相馬相馬相馬相馬 RCRCRCRC 武島武島武島武島    昭良氏昭良氏昭良氏昭良氏    

((((第第第第 2530253025302530 地区地区地区地区    福島県福島県福島県福島県))))    

地域で、ロータリー行事で、多岐にわたる活動地域で、ロータリー行事で、多岐にわたる活動地域で、ロータリー行事で、多岐にわたる活動地域で、ロータリー行事で、多岐にわたる活動    

相馬ロータリークラブ(RC)には、相撲甚句をた

しなむ会員が多くいます。相撲甚句は民謡の一種

で、大相撲の巡業などで披露される七五調の囃子

歌です。クラブ内に相撲甚句会があるのではなく、

それぞれ別団体に所属しているのですが、地域の

｢そうま相撲甚句会｣のメンバーの半数以上が相馬

RC の会員であるために、近隣ロータリークラブ

の周年記念式典の祝賀会や懇親会などは、絶好の

発表の場となっています。月 1回ペースの練習と、

その後のお酒の会は楽しみでもあり、励みにもな

っています。 

 そうま相撲甚句会は、2010年 4月にスタートし

ました。会長は、相馬 RCの白田行次会員こと｢仏

次郎｣。この芸名とペンネームで作詞し、CDを出

したり、民謡大会にも出場するなど、アマチュア

ながら本格派の方です。職業分類は石材加工販売。

芸名の由来は、お墓と仏様にあるわけです。相撲

甚句は、約 40 年前に高校時代の恩師に誘われた

のがきっかけで始めたそうです。 

東日本大震災で会員東日本大震災で会員東日本大震災で会員東日本大震災で会員 2222 名を名を名を名を失う失う失う失う    

 2010年のガバナー公式訪問の時に、当時の大橋

廣治ガバナー(福島南 RC)を詠む相撲甚句で歓迎

したのが縁で、2011年 4月 6日開催予定だった福

島南 RC創立 40周年記念式典の祝賀会に参加し、

福島南 RC をお祝いする相撲甚句を披露する予定

でした。しかし、3月 11日に東日本大震災の被災

を受け中止となりました。将来、メークアップに

行って、あの時の相撲甚句を披露したいと思って

います。 

 このときは福島南 RC から私たちの被災に対し

て、たくさんの支援をいただきました。しかし、

地震に伴う津波により、当クラブの会員 2 人も亡

くしたことは、痛恨の極みでした。 

｢被災になんか負けないと誓う相撲甚句｣｢被災になんか負けないと誓う相撲甚句｣｢被災になんか負けないと誓う相撲甚句｣｢被災になんか負けないと誓う相撲甚句｣    ―入会―入会―入会―入会

者も者も者も者も    

震災 1 年後の 2012 年 3 月の地区大会では、根

本一彌ガバナー(当時)の提唱で、｢東日本大震災や

原発事故に負けてなどいられない｣と、各分区ごと

で出し物を披露する大芸能大会｢芸術文化交流祭｣

が行われました。私たちの相双分区(原町・相馬・

浪江・富岡・相馬東・小高・原町中央・南相馬 RC)

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 8888 月号より月号より月号より月号より    ――――     

 

 

 

 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    


