
皆様、新年明けまし

ておめでとうございます。

昨年はいろいろお世

話になりました。何とか

半期を終えることが出

来ましたのも、皆様のご

協力の賜物と存じます。

今年も年始より晴天に恵まれ、皇居での新年の

一般参賀では、平成の元号が最後とあってか、最

高の人出で15万人と報道されていました。

元号は前漢の武帝が始めたそうですが、日本で

元号が採用されたのは、645年に起こった乙巳の変

で即位した孝徳天皇が「大化」の元号を定めたのが

最初だそうです。

元号制定の手続きは平安時代に確立し、最終的

には天皇が定めたそうです。江戸時代は幕府が元

号案を作り決めていたようですが、朝廷で会議を開

き天皇が定める形式だけは残したようです。明治に

なると、元号は明の清朝にならって、「一世一元」と

されました。1979年（昭和54年）には、元号法が成

立し、元号は内閣総理大臣が定めるものとなったそ

うです。

今年は明治より151年、平成31年です。4月1日

に新しい元号の名が発表され、5月1日から新しい元

号になることが、1月4日安倍総理大臣が新年の挨

拶で述べていました。思い起こせば、昭和は戦争と

経済成長とめまぐるしい時代だったと思います。

平成元年には、東西ドイツを隔てるベルリンの壁

崩壊後、東西の冷戦が幕を降ろしていきました。国

内では、平成は戦争こそなかったものの、北海道か

ら九州に至って起きた地震、それに伴う津波、台風

や豪雨等天災にみまわれた30年間だったと思いま

す。また、物資が豊かになっていった反面、今まで

にない犯罪も多くなりました。DV、育児放棄等で多く

の子ども達が被害にあい、命を落としている状況で

す。

私は、2018～19年度のテーマを、「未来へのあ

しがかりを創ろう」といたしました。未来を背負う子ど

も達に何かできることはないか。ポリオ撲滅活動もそ

ういう事から始まったのではと思います。会長の時間

に、童謡・唱歌を歌うこともその中の一つです。ロー

タリークラブで歌を歌うことについては、上田元会員

より頂いたロータリーの友に、以前掲載された資料

をもとにお話させて頂きます。

1905年（明治38年）に、アメリカのシカゴにロータ

リークラブが創立した時に、最初に会員となった4人
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【 本日のプログラム 】 1月24日 卓話 「日常で行える簡単な健康運動・ストレッチで生涯現役」 籾山隆裕 様
【 次回予告 】 1月31日 卓話 「働き方改革タイムマネジメントを使って長期労働力の改善」 大西 雄一 様

【 第1931例会 】 平成31年1月10日（木） 【 司会SAA 】 石川 健次 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 入江 公敏 君
【 ビジター 】 河西 正彦 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

34名 24名 77.42% 75.76% 4名
原嶋、橋本（吉）、池澤、石川（達）、岸、新村、
苗加

年始挨拶 鈴木 洋子 会長

1937号



に次いで、5番目にロータリーに入会したハリー・ラグ

ルス（印刷業）が、ロータリーにおいて「歌をうたう」こ

とを始めたそうです。その時に歌われてた歌は、ロー

タリーソングではなく、当時の流行歌でした。ロータリー

誕生の2年目に、意見の相違でシカゴクラブ内が別

れ、出席率も低下するという事態が起こったようで

す。当時幹事のウイル・R・ネッツ医師が、ハリー・ラ

グルスと協議し、毎週楽しく歌うことの提案をしたそう

です。その後、毎回クラブの例会で歌を歌うようにな

り、シカゴRCは解散の危機を脱したそうです。1910

年に、ハリー・ラグルスはロータリーソングの第1号を

出版しています。歌を通して親睦に効果を発揮した

ことは言うまでもありません。

日本では、1920年創立の東京RCで、初めの頃

はロータリーソングとして、英語のまま歌っていたそう

です。最初は、皆乗り気でなかったようですが、192

6年頃になって認められ、1972年には、インターシ

ティミーティングの時には会議中に、そして会議後の

バスの中でも、ロータリーソングが歌われ、会員もやっ

と歌うことが親睦の源であると理解したと、東京RCの

記録にあるそうです。

戦争中は「君が代」の斉唱が始まりましたが、194

9年日本は国際ロータリーに復帰しました。1951年

には、「手に手つないで」が作られました。1952年7

月から、日本のロータリーが2つの地区に分かれると

いう事態にあたり、これからも友情を確かめ合い、手

に手をつないでいこうと誓い合った歌です。

1953年に「それでこそロータリー」も作られました。

例会で歌を歌うことが習慣になりましたが、ヨーロッパ、

南米、アジアのロータリークラブの例会では、ロータリー

ソングが歌われることはあまりないようです。歌い方

も例会のはじめに国歌を歌うクラブもあれば、童謡を

必ず歌うところもあるそうです。またクラブ独自の歌

を作り、歌っているところもあるそうです。

本日の歌は「船頭さん」です。今月は「職業奉仕

月間」にちなんで選びました。普段は腰を曲げて歩

いているおじいさんも仕事になると姿勢を正す姿が

なんとも言えません。いくつになってもロータリーの例

会に出ていらっしゃる時は、男性はダンディー、女性

はエレガントな姿勢をいかがでしょうか。

最後になりましたが、あと半年で何ができるか分か

りませんが、今年のテーマの実現に向けていきたい

と思いますので、皆様のご協力よろしくお願いいたし

ます。

⁺親睦活動委員会 入江 公敏 委員長

会員誕生日 梅田 秀雄 君 1月19日

長野 俊八 君 1月21日

配偶者誕生日 橋本絵里奈 夫人 1月11日

小栁恵美子 夫人 1月12日

中村富美子 夫人 1月19日

伊藤 克枝 夫人 1月23日

結婚記念日 伊藤 英夫 君 1月17日

創業記念日 伊藤 英夫 君 1月17日

入会記念日 富澤 克司 君 1月12日

苗加 真敬 君 1月23日

所属 国際ロ－タリ－

第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 68クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 バリー・ラシン

第２７８０地区ガバナ－ 脇 洋一郎

第６グループガバナー補佐 中野 正義

１ 会 員 数 年初 39名

現在 34名

入会 0名

退会 5名

（郡司守君、横澤創君、番桂柳君、

梅野房子君、玉川雄君）

１ 出席率 ７２．１４％

１ ゲストビジタ－数 ９５名

１ 例会 通 常 21回

夜 間 2回

家族会 2回

取り止め 2回

１ スマイルボックス

目標額 ８７０，０００円

達成額 ７月～12月 ３８０，６８２円

達成率 ４３．７６％
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委 員 会 報 告

本日の歌（唱歌）

「船頭さん」

半 期 報 告



１ ロ－タリ－財団

目標額 ７，８００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～12月 １，６９６.７３ドル

達成率 ２１．７５％

１ 米山記念奨学金

目標額 ７８０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～12月 ３８１，５００円

達成率 ４８．９１％

２０１８年１２月３１日現在

「半期を終えて」

鈴木 洋子 会長、北砂 明彦 直前幹事

詳細は下記よりダウンロードください。

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasgl

7qbcI-1v3jThcG
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河西 正彦 様（大和田園RC）

明けましておめでとうございます。本年が貴クラブ

におきまして、実りある一年でありますよう祈念申し

上げます。

鈴木 洋子 会長・北砂 明彦 直前幹事

河西様、ようこそお出で下さいました。皆様、明け

ましておめでとうございます。本年も皆様にとって良

い年であります様、祈念してます。残すところ半年と

なりました。会員皆で、会員増強にご協力お願いい

たします。

橋本 日吉 君

皆様改めまして新春のお喜び申し上げます。201

9年もよろしくお願いします。北砂直前幹事、幹事ピ

ンチヒッター再登場です。頑張ってください。

藤田 方己 君

おめでとうございます。今年もよろしくお願いしま

す。

長野 俊八 君

明けましておめでとうございます。誕生日を祝っ

て頂きありがとうございます。

梅田 秀雄 君

皆様、明けましておめでとうございます。新年早々

誕生日を祝って頂きありがとうございます。

髙橋 清 君

新年明けましておめでとうございます。鈴木、石

川年度の後期のスタートです。実りある一年になり

ますようお祈りします。

髙橋 政勝 君、小栁 智裕 君

新年明けましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いいたします。

後藤 定毅 君

皆様、新年おめでとうございます。鈴木会長、石

川幹事あと半年ご苦労をおかけします。健康に気を

つけて頑張ってください。

中村 友彦 君

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお

願いいたします。妻へのお祝いありがとうございます。

小野 泰弘 君

明けましておめでとうございます。今年は移動例

会の出席率を上げたいと思います。一年間よろしく

お願いいたします。

川名 惠美子 君

梅田秀雄様、長野俊八様、お誕生日おめでとう

ございます。

野口 宏 君

明けましておめでとうございます。3年目に入りま

すダンス同好会は新規メンバー募集中です。次回

は1/15です。よろしくお願いします。

富澤 克司 君

入会のお祝いありがとうございます。

辻 彰彦 君

新年明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。鈴木年度も後半戦です。

皆様のご支援・ご協力で盛り上げていきましょう。

スマイルボックス 辻 彰彦 委員長 本日 \18,000 累計 \３９８，６８２

第4回クラブ協議会



世界を変える行動人

ロータリーでは、地域に根づいて活動する会員たちが、

地元や世界に持続可能な変化をもたらすために行動しています。

国際ロータリーホームページへ

https://www.rotary.org/ja
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