
   Togane Rotary Club 

 

 

第 2385 回例会 8 月 26 日 12 時 30 分：点鐘 例会場 

今週の合唱〈それでこそロータリー〉 
①開会宣言と点鐘 ②お食事 ③会長挨拶 ④幹事報告 ⑤委員会活動計画発表  

⑥卓話 三宅英雄会員 ⑦ニコニコＢＯＸ発表 ⑧出席報告 ⑨閉会宣言と点鐘   

＊＊＊＊＊ 前 回 の 記 録 (8 月 19 日) ＊＊＊＊＊ 

◆会長挨拶    神定 一雄 会長 
皆さんこんにちは、お盆休みも終わり、テレ

ビでは、北京オリンピックが盛んに放映されて

おります。 

日本の選手もかなりがんば

ってメダルを取っていますが、

オリンピックという独特の環

境の中で、強いと言われる選

手が、負けてしまったり、注

目度の薄い選手が良い成績を

収めたりと、オリンピックな

らではのステージ、プレッシ

ャーなのか、番狂わせもあっ

たようです。 

オリンピックでの競技につきましては、強い

選手が必ず勝つのではなく、勝った選手が強か

ったと思わざるを得ません。最近のオリンピッ

クを観戦しておりますと、私達が子供の頃、オ

リンピックは、「参加することに意義がある」と

クーベルタンの言葉を教えこまれてきましたが、

最近では、どうもメダルを取らないと評価され

ないという風潮にあるようで少し気になります。 

さて、当クラブにおきましては、先の案内の

通り、小林実行委員長の下、50周年実行委員会

が今夜 18時より第 1回、２６日火曜日 18時よ

り第 2 回と開催されます。どうかより多くの会

員の皆様に、参加頂きご意見を伺えたらと思い

ます。 

また今週の土曜日のやっさまつりには、社会

奉仕委員会による、やっさ祭りの後の清掃がご

ざいます。やっさ祭りにつきましては、私が、

まつりの実行委員長を仰せつかっている都合上、

毎年清掃に参加すること

ができません。主催者の

一員として、皆様のご協

力に感謝いたします。 

昨年度やっさ祭りの観

客動員数は、警察、新聞

発表では、8万人、今年度

の見込みは、10 万人にな

るのではと見込まれてい

ます。 

地域のまつりも、行政主導型のタイプの一部

のお祭りは、衰退していく一方ですが、やつさ

祭りは、民間主導型で毎年イベント内容を変え

るなど、工夫をこらした祭りに仕上げています。

また財政面に関しましては、市の補助金半分、

寄付金等半分、約 320 万円ずつ合計 640 万程度

の実行予算で行われていますが、来年度からは、

市の補助金が 20 パーセント削減されるそうで

すが、来年も活気のある祭りにしたいと思って

います。今年度も、たくさんの会員の皆様より

協賛金、広告料等ご協力を頂ましてありがとう

ございました。 
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市東弥寿雄幹事 

・10/26 地区大会・地区ゴルフ大会の登録申込

が来ておりますので、参加される方は８月２

６日の例会までに 

出欠表にご記入をお願い致します。 

尚、当日はバスを用意致しました。 

・新世代育成セミナー開催 ９月１９日 

・米山奨学生・ロータリアン合同懇親会開催 

９月７日 
・インターアクト合同会議開催 ９月２日 

◆卓 話     鈴木 康道会員 

 卓話担当日は恐怖と不

安ばかり、食後の眠気の

ため聞く側も大変な時間

帯です。平成 14年 7月に
入会し、今年で 6 年目に
なります。 
前年度の幹事では、会

員各位のご支援・ご協力

を頂き、役目を無事終了

することができました。

本当に有難うございました。   
6 分区内、幹部の皆さんと情報交換会でロー
タリーの今置かれている位置、問題点等を知り、

「寶の山」を掘り起こすには、例会のスタイル

を昼から夜、飲酒により委員会を機能させる。 
会員拡大をどう捉えるか！ロータリーを楽し

くする為の手だてを探す為に、広く外部への見

聞を広める程に訳が判らなくなってきました。 
卓話といっても、ロータリーの皆様に有効、

有意義な話などとてもできません。ただ私が終

始一貫、続けているのは全方位外交です。 
日本政府も米国、ソ連と握手。 
一応平和な日本で生き延びる手だてです。 
67歳になって、耳が遠く、目も遠く、近くな
ったのはあの世とトイレだけ、いつも考えるの

は、馬鹿馬

鹿しい人生より、仕事からの反発からか、今の

一時を楽しく。そこで、これまで見聞きした冗

句、駄洒落等、面白おかしい話を少々ご披露申

上げます。 
8 月 5 日に上総アカデミアホールで、青森の

関塚さんがガバナーを引き受ける時、奥さんに

話したら「一年で確実に治る病だから大丈夫」

と言われたとの事、物事の考え方には色々あり

ます。 
 私は落語が好きです。特に五代目古今亭志ん

生、苦味走ったいい男、走り過ぎ、酒飲み、笑

い上戸、泣き上戸、壁塗り、鶏上戸。 
明治 23年生まれで昭和 48年に亡くなられま

した。大酒飲みの貧乏人、三遊亭小円朝の門下

に入り、 三遊亭盛朝（アマ時

代） 三遊亭朝太  三遊亭圓菊

（二つ目） 古今亭馬太郎（6

代目金原亭馬生後 4 代目古今

亭志ん生門下） 金原亭武生  

金原亭馬きん（真打）  古今

亭志ん馬 小金井芦風（3 代目

小金井芦州門下で講釈師とな

る） 古今亭志ん馬（落語に復

帰）  古今亭馬きん 古今亭馬

生 柳家東三楼（初代柳家三語楼門下） 柳家ぎ

ん馬 柳家甚語楼  隅田川馬石 柳家甚語楼  古

今亭志ん馬 7 代目金原亭馬生 5 代目古今亭志

ん生 と 18 回改名（複名も入れて）は借金の
催促を逃れる為と本人がいております。大正 8
年 29 歳のとき、五代目古今亭志ん生を襲名、
酒と貧乏を友として 84歳まで生きました。 
 
 
 
☆御奉仕      ・・・菅原 實会員 
◆出席率 
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