
2011年12月1日第2314回

◆ソング：国歌・奉仕の理想

◆ロータリーの綱領：梶谷会員

◆会員誕生日…藤中、梶谷、久藤、下山、堀越

◆結婚記念日…藤中、今井、土居

◆事業所創立…小田

◆特別スマイル

・傘寿（梶谷寛康）

・缶酎ハイの出荷の方法が悪いと云われて大変大

きいペナルティを払うことになりました。

（佐藤守幸）

幹事 朝比奈 勝也

・2013年規定審議会提出立法案について

ガバナー 田村泰三

・12月11日(日)忘年家族例会の為、12月8日(木)は

休会です。

・例会終了後、定例理事会を開催します。

会長 下山 生修

来る3日は、吾が竹原ロータリークラブの創立記念

日であります。1964年、昭和39年の12月3日にスター

トですから、47周年ということです。正に東京オ

リンピックの開催された年に吾々のクラブが誕生

しました。

爾来半世紀、先輩諸氏が営々と会員増強とクラブ

運営活動拡大を築き上げてこられました。記録を

見ますと、最盛時は55名を擁していた時代がある

のです。1988年、今から23年前、バブルのピーク

時でありました。逆に2004年、7年前33名と今より

少ない会員の時期があったようですね。

現在35名、何としても40名へ向けて努力しなけれ

ばなりません。一人の会員が一人ノミネートすれ

ばこの問題は解決します。宜しくお願い致します。

さて、来る11日(日)は忘年家族例会です。家族の

皆様と楽しい一時を過ごす家族例会です。御家族

揃って御参加されますようお誘い下さい。

◆次年度会長 荒谷 隆文会長

クラブ細則第三条第ニ節の規定によりSAAを選任。

次年度SAAは佐渡文武会員です。宜しくお願い致し

ます。
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2011-2012年度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

2011年12月 1日 第2314回（誕生席)例会記録
2011年12月11日 第2315回（指定席)例会記録

今週のプログラム １２月１５日 次週のプログラム １月５日

前半を振り返って（会長） 新 年 互 礼 会



12月お誕生日を代表して堀越会員よりお礼の言葉

が述べられました。

会員 梶谷 寛康

生い立ちから今日迄の80年

間の記憶を辿りながらお話

させて頂きます。

◆幼少時代

昭和6年12月3日呉市にて出

生しました。四人兄弟(兄

二人、姉一人)の末っ子で

す。物心が付いた頃、我国

は戦争一色の時代でした。

「欲しがりません、勝つまでは」

「撃ちてしやまん」

「一億玉砕」「鬼畜米兵」といった標語（スロー

ガン）で洗脳されていました。

昭和16年12月8日、日米が開戦、太平洋戦争が勃発

しました。当時私は小学校4年生（国民学校）でし

た。開戦当初は連戦連勝でしたが、次第に劣勢と

なったようです。

昭和19年学徒動員（広地区11空廠）

昭和20年5月空爆を受ける。

昭和20年6月30日の夜、呉市街地無差別空襲。母と

別行動で避難したため離れ離れに。翌朝、母と再

会できたことが生涯で一番の喜びです。（当時、

兄は満州、山口、姉は広島の日赤病院で看護婦を

していました）

それから母親の実家である竹原に疎開しましたが

学徒動員の為、転校が出来ず、毎日竹原から広へ

通っていました。

8月6日、広島への原爆投下。9日に姉の安否を確か

めに広島へ。日赤病院前は負傷者、市外、累々阿

鼻叫換。

8月15日終戦、2学期から竹原へ転校しました。水

内前会員と同クラスでした。

◆戦後は竹原の住民となり今日に至る

学校卒業後、久保卓蔵商店へ就職。以来、平成18

年12月迄勤務しました。その間は決して平坦では

なく茨の道でした。銀行の融資の窓口規制が厳し

い時代があり資金繰りの勉強も経験しました。

◆退職後の現在

年金暮らしで週に一度ロータリー例会へ。好きな

ゴルフも膝を悪くして休みがちです。ＴＶの番だ

けでは惚けるからと家族に勧められ、昨年より80

歳の手習いで、公民館活動の能楽教室で反田先生

より謡いを習っています。大先輩の大田先生、皆

様にも大変失礼として、未熟ながら謡うことをご

同意下さい。

－ 鶴亀 －
それ青陽の春になれば 四季乃節會の事始め

不老門にて日月の 光を天子乃叡覽にて
百官卿相に至るまで 袖を連ね踵を接いで
その數一億百餘人 拜をすゝむる萬戸の聲
一同に拜するその音ハ 天に響きて 夥し

庭の砂ハ金銀の。庭の砂ハ金銀の。珠を連ねて敷妙乃。

五百重の錦や瑠璃の樞。シャコの行桁 瑪瑙の橋。
池の汀乃鶴亀ハ。蓬莱山も余所ならず。

君の惠ぞありがたき君の惠ぞありがたき
「いかに奏聞申すべき事の候。毎年乃嘉例の如く。
鶴亀を舞はせられ。その後月宮殿にて舞楽を奏せ
られうずるにて候

「亀ハ萬年の齢を経。鶴も千代をや。重ぬらん

千代の例乃數々に。千代の例乃數々に。何を引かまし
姫小松の。緑の亀も。舞ひ遊べば。丹頂乃鶴も。一千
年の。齢を君に。授け奉り。庭上に参向申しければ。
君も御感の餘りにや舞楽を奏して舞ひ給ふ

月宮殿の。白衣乃袂。月宮殿乃。白衣の袂乃色々妙なる。
花の袖。秋ハ時雨の紅葉乃羽袖。冬ハ冴え行く。雪乃袂を。
飜す衣も薄紫の。雲乃上人の舞楽乃聲々に霓裳羽衣の曲
をなせば。

山河草木國土豊かに千代萬代と。舞ひ給へば。官人駕輿丁御輿

を早め。君の齢も長生殿に。君の齢も長生殿に。還御なるこそ。
めでたけれ

◆日 時 平成23年12月1日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 13名

◆議 題

①竹原ロードレースぜんざいサービス実施の件

日時 平成24年2月5日(日) 承認

北条元会員の奥様より餅米を寄贈頂きました。

②2月9日(木）ロータリー財団・米山へ変更の件

外部卓話 島崎高志様（東広島ＲＣ） 承認

③2月16日(木）職場例会の件 承認

場所 “ロータスインまとば”

④2月23日(木)国際奉仕担当例会に変更 承認

来日して近隣で就労している外国の方を招待し

て国際交流例会を開催する。

18：00～20：00 夜例会の予定。

出席者が決まり次第再度詳細検討。

⑤Ｇ9ＩＭの件 承認

日 時 平成24年2月18日(土)

場 所 三原国際ホテル

登録料 会員数×2,000円 出席者数×8,000円

交通手段 各自現地へ13時集合

⑥ガバナーへの記念品の件 10,000円 承認

⑦2013年規定審議会提出立法案の件 承認

決議案『ローターアクトの年齢制限を30歳～35

歳へ修正することを検討するよう国際ロータリー

理事会に要請する件』 発案者 宇部ＲＣ

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２８名 ２名 ３名 ２名 91.43％



2011年12月11日第2315回

忘年家族例会

◆ソング：奉仕の理想

◆出席者：会員26名、配偶者15名、成人8名

高校生3名、小学生8名、幼児6名

事務局 計67名

挨拶 会 長 下山生修

乾杯 副会長 木村安伸

歓談

・竹原やっさっさ流し踊りチーム

・次年度理事役員紹介

・サンタクロースから子供達へプレゼント

・会員のプレゼント交換

閉会の挨拶 会長エレクト 荒谷隆文

「手に手つないで」

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２５名 ６名 ２名 ２名 94.29％

竹原やっさっさ流し踊りは、竹原に古くから伝わる踊り

「竹原やっさ」を民謡界の第一人者伊藤多喜雄さんが作

曲・振付、アレンジした作品で、踊らさせてもらって五

年目です。

地元で活躍しております唄の方、篠笛、津軽三味線の方々

との協力で昔ながらの型を守りたく、地域の芸能の一つ

としてやっていけたらと思っています。

平成21年に鹿児島薩摩川内市で開催された「第6回はんや

節全国大会」に三位入賞しました。まだまだ未熟ですが

今後共宜しくお願い申し上げます。

竹原やっさっさ流し踊り

代表 武田靖子




