第 2057 回

平成 31 年 4 月 3 日

日 週報

●点鐘
●合唱

君が代 ・ 奉仕の理想

●ゲスト

なし

●ビジター
都城ＲＣ～
津曲由紀子、二見 康之
都城北ＲＣ～ なし
都城中央ＲＣ～入来祐一郎
各氏

□会長の時間

平川

靖三

みなさんこんばんは。
いよいよ 4 月に入りました。きょうもいい天気でし
た。桜も満開です。こんないい日に、みんなでお酒が飲
めることをありがたく思います。
さて、先日、4 月の 1 日に新しい年号が発表されま
した。
わたしも当日は朝から仕事もせずにテレビにくぎ付
けとなっていまして、官房長官が「令和」の額を掲げる
様子をずっと見ていました。
みなさんとしては新元号にどんな感想を持たれたで
しょうか、あとで数人の方に雑感を聞いてみたいとお
もいますが、わたしとしては最初は意外に感じました。
予想としてはアルファベットのＫではじまるカ行の言
葉、又はア行ではじまるものを予想していましたので、
ラ行ではじまる言葉は、語感としては新鮮というか意
外でした。
ただ、言葉の意味としては、令には「よい、りっぱな」
という意味があるそうであり、和は「なごみ、平和」を
意味しますので、元号としてはまことにふさわしいと
いうか、たいへんいい言葉であろうと思います。
それでは、このあと、3 人の方に感想を聞かせていた
だきたいと思います。吉田さん、井福さんよろしくお願
いします。そして、若い方の意見も聞いてみたいとおも
いますので、下西さんにもよろしくお願いいたします。
（それぞれのコメント・感想）
ありがとうございました。それでは、本日は観桜会と
なっておりますので、親睦の深まるよい宴となるよう
に期待して終わります。

【観桜会の会長あいさつ】
あらためまして、みなさんこんばんは。
本日は平成最後の観桜会となりました。ようこそいら
っしゃいました、ありがとうございます。
ご承知のように、先日、新しい年号「令和」が発表され
ました。出典は万葉集ということでありまして、大友旅
人という人が大宰府の帥（長官）をしている時に梅見の
会を行いまして、その時の歌が 32 首、万葉集におさめ
られているそうですが、その序文に令和の出典部分が記
載されております。
この大伴旅人という人は、西暦 700 年ごろに活躍した
人ですので、今から 1200 年～1300 年前の歌人であり
政治家であり、貴族ということになります。大宰府にい
たということ以外に、南九州にも縁のある人でして、720
年、南九州の住民である隼人あるいは熊襲といわれる人
たちが反乱を起こした際に、その征討大将軍にも任命さ
れております。
行かれた方もいらっしゃるでしょうが、現在の霧島市
の隼人駅からちょっと海側にいったところに隼人塚とい
う史跡があり、石を積んだ塔が建ち、資料館もあります。
ここがその時の反乱にて戦死した隼人たちを供養する塚
であろうと言われていますので、おそらく現在の霧島市
あたりまで旅人が来ていたのかもしれません。
旅人は優秀な軍人でもあったのでしょうが、もうひと
つ、酒飲みといいますか、酒を愛した人でもありまして、
万葉集に「酒を誉むる歌」として 12 首の歌がおさめら
れています。梅を見て宴会を行い、酒を愛する旅人のそ
の歌は、本日の観桜会にたいへんふさわしいように思い
ますので、その最初の一首をご紹介させていただきます。
「験（しるし）なき物を思わずは一杯（ひとつき）の濁
れる酒を飲むべくあるまし」という歌でして、現代語訳
にしますと「つまらぬ事にくよくよせずに、まあ酒でも
飲みなさい」ということのようです。今から 1300 年ほ
ど前の歌ですが、人間のやること、考えることはそうた
いして変わりがないことを教えてくれています。
今夜はおいしい料理と酒をたくさんいただきまして、
おおいに親睦を深めていただけましたら幸いです。いつ
もながら、管理運営委員会の皆さまにはたいへんお世話
になります。ありがとうございます。
それではよろしくお願いいたします。

□幹事報告

盛田

祐一

□報告
●川原 篤雄ガバナー事務所…
①ロータリーレート ４月 １１０円
（３月 １１０円）
②ガバナー月信 ４月号
③ゴールデンウイーク中 執務について
川原ガバナー事務所・喜島ガバナーエレクト
事務所・都城地区連絡事務所 ３ケ所とも
１０日間お休みとさせていただきます。
●喜島ガバナーエレクト事務所…
①19-20 年度のための地区研修・協議会
開催のご案内
5 月 12 日（日）登録受付 9:00～
次期会長会議 9:30～ 本会議 10:00～
閉会 15:30 予定
場所：シーガイア コンベンションセンター
登録料（昼食費込）： 10,000 円 4/15 締切
②増強委員会研修セミナー開催のご案内
5 月 12 日（日）地区研修・協議会終了後
（16：30 頃～の予定）
シーガイアコンベンションセンター
対象：次期会員増強委員長もしくはそれに代る方
登録料：お一人 2,000 円
●ロータリーの友 ４月号
●宮崎ロータリークラブ
ロータリーデー記録誌 DVD 送付のお知らせ
□クラブ報告
●4/4（木） ４RC４役会
18:30～
中山荘
●4/24（水）５月定例理事会

（担当 中央 RC）
11:１5～エトワール

□委員会報告
なし

□本日のプログラム

別紙に掲載しております。

□ＳＡＡ報告
●ニコニコ箱●
髙橋 五男･･･本日の西ロータリークラブゴルフコンペで
優勝しました。馬券での配当が少なかった
上で出費が大きいです。
●ロータリー財団●
川畑 忠行･･･先日の５０周年では大変お世話になり
ました。有難うございます！

◎今後のプログラム （予定）
４／１７ 特別休会③
４／２４ Ｒ情報担当 会員卓話
５／１
祝日休会
５／８
プログラム担当 卓話
５／１５ 社会奉仕賞

□出席報告
４１名
４名

出席数
出席率

３1 名
83.78％

前々回修正出席率

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

前回修正出席率

祝日週の為休会
89.19％

届出有

河中

萩原

届出無

なし

ＭＵ会員
3/27
４月定例理事会

平川
外山

3/29

都城ＲＣ

なし

4/2

都城北ＲＣ

藤岡

盛田
河野

福本

森山 脇丸

井福 馬渡 中山 森山
東 福永 高辺 小坂

要ＭＵ会員（3/27） 脇丸 川畑 柳 福本
ＭＵ無会員（3/20） 祝日週の為、休会
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3/20
3/27
高辺

計

4/3

会員数
出免数

ﾛｰﾀﾘｰ財団

雑誌会報・インターネット・広報委員会
委 員 長 ： 東
淑恵
委員長補佐 ： 前田 吉基
担
当 ： 萩原 和洋

平川会長

挨拶

船木会長エレクト

乾杯

【歌謡ショー♪♪】

【ゲーム大会♪♪】

万歳三唱

中山直前会長

