
６月２２日 第２５７１回

◆点 鐘

◆ロータリーソング：我等の生業

◆ビジター：東京臨海ＲＣ 西野充英様

◆会員数：３４名（免除者：３名）

◆出席者：２９名 ◆欠席者： ３名

◆メイク： ２名 ◆出席率：９３．９４％

◆会員誕生日 …脇山

◆配偶者誕生日…久藤

◆特別スマイル

・青少年奉仕委員会が6月19日,20日に実施した豊田、

忠海、竹原各高等学校での「高校生のためのキャ

リア教育講演会」へ聴講頂いた皆様お疲れ様でし

た。生徒達にとって先生の講演が今後の高校生活

ひいては人生の一助になればと願っております。

井上委員長ご苦労様でした。奉仕プロジェクト委

員会の本年度の年初の目標が達成されました。

（本庄純夫）

・夜間研修会、予定しておりました６回が皆様の協

力で無事終了しました。 （市川重雄）

・第384回たけのこ会ゴルフコンペ菅会長杯取切戦

で優勝致しました。有難うございます。

(荒谷隆文)

・地元竹原のロータリークラブに参加させて頂きま

して有難うございます。竹原には年5～6回は帰り

ますので又参加させて下さい。宜しくお願いしま

す。 （東京臨海ＲＣ 西野充英）

次年度幹事 井上 盛文

・第14回少年の主張竹原市中学生話し方大会御礼

・第61回芸南学童水泳大会役員就任等について

・例会変更

瀬戸田ＲＣ 休会7月12日、26日

広島空港ＲＣ

休会7月19日、8月9日,16日、9月20日

8月2日(水)→5日(土)納涼例会

三原ＲＣ 7月25日→納涼例会 休会8月15日

・例会終了後、次年度理事会

会長エレクト 鴨宮 弘宜

「ならぬことはならぬものです」

先日、青少年奉仕委員会事業

でお招きした渡辺三枝子先生

との夕食会、忠海高校での講

演会に参加させて頂き、有意

義な時間を過ごさせて頂きま

した。

キャリア教育等についてお話

をいただき、改めて教育の大

切さを認識させて頂きました。知識等のための勉強

ばかりではなく、社会の一員となっていくための教

育の大切さをお話しいただきました。

先日、ニュースで小さな我が子に、車を運転させて

いる父親が逮捕されたニュースが流れました。虐待

や育児放棄等、我が子を物のように扱う親、大人に、

親になり切れていない、なろうとしていない親のニュー

スが途切れなく報じられている今日です。権利ばか

り主張し、義務と責任に背を向ける社会になりつつ

あるのでしょうか。教育とは、権利ばかりを教える

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

事務局／〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651 E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp URL／www.takehara-rc.com/

例会日／毎週木曜日12：30～13：30 例会場／大広苑 TEL(0846)-22-2970

本日のプログラム ７月６日 次回のプログラム ７月１３日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

会 長 ・ 幹 事 方 針 発 表

各委員会計画発表（会長）
クラブアッセンブリ―

【 ２０１７年 ６月２２日 第２５７１回 例会記録 】
【 ２０１７年 ６月２９日 第２５７２回 例会記録 】

2016-17年

ＮＯ.３８

会 長 菅 義尚
会長エレクト 鴨宮 弘宜
副 会 長 板場 英行
幹 事 宮本 和彦
副 幹 事 三好 静子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 尾野 剛章

副 Ｓ Ａ Ａ 山根 積
直 前 会 長 久藤 孝仁
管 理 運 営 坂田 武文
会 員 組 織 堀越 賢二
奉 仕 本庄 純夫
広 報 福本 博之
Ｒ財団米山 吉本きよ子



のではなく、権利を守るため、平和と調和と豊かな

社会を実現するための国民の果たすべき義務と責任

があることを教えることが第一歩ではないでしょう

か。

そこで、本日の会長の時間は、皆様もご存知の、白

虎隊で有名な会津藩での什（じゅう）についてお話

したいと思います。当時、会津藩の男子は10歳にな

ると藩校日新館に入学するきまりになっており、白

虎隊の隊士達は、この日新館で学んだ16から17歳の

少年達で編成されていました。

白虎隊は実際の戦闘に出る予定はなく、主に城中の

警護にあたっていました。しかし、戊辰戦争が始ま

り、戦場が会津に移ることで、藩主松平容保は白虎

隊に出陣命令を下しました。その後、戸ノ口原の戦

いに敗れた白虎士中二番隊は、炎に包まれた鶴ヶ城

を眺めながら、飯盛山で壮絶な最期を遂げました。

優秀な人材を失ったこの悲劇は、時を越え今の世に

戦争の空しさと教育のあり方を伝えています。

同じ町に住む六歳から九歳までの藩士の子供たちは、

十人前後で集まりをつくっていました。この集まり

のことを会津藩では「什 （じゅう）」と呼び、そ

のうちの年長者が一人什長（座長）となりました。

毎日順番に、什の仲間のいずれかの家に集まり、什

長が次のような「お話」を一つひとつみんなに申し

聞かせ、すべてのお話が終わると、昨日から今日に

かけて「お話」に背いた者がいなかったかどうかの

反省会を行いました。

ここで、虫食いの答え合わせです

一、年長者（としうえのひと）の言うことに背いて

はなりませぬ

一、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ

一、嘘言（うそ）を言ふことはなりませぬ

一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ

一、弱い者をいぢめてはなりませぬ

一、戸外で物を食べてはなりませぬ

一、戸外で婦人（おんな）と言葉を交へてはなりま

せぬ

ならぬことはならぬものです

＝ 守るべきことは守りましょう

※什により、一つ二つ違うところもありましたが

（「戸外で婦人と言葉を交えてはなりませぬ」はす

べての什にあったわけではないようです）、終わり

の「ならぬことはならぬものです」は、どの什も共

通でした。そして、「お話」に背いた者がいれば、

什長はその者を部屋の真ん中に呼び出し、事実の有

無を「審問」しました。事実に間違いがなければ、

年長者の間でどのような制裁を加えるかを相談し、

子供らしい次のような制裁を加えました。

一、無念（むねん）

一番軽い処罰です。みんなに向かって「無念であり

ました。」と言って、お辞儀をしてお詫びをします。

「無念」ということは、「私は会津武士の子供とし

てあるまじきことをし、名誉を汚したことは申し訳

がない、まことに残念であります。」という意味で

した。

二、竹篦（しっぺい）

いわゆる「シッペ」です。制裁の重さに応じて、手

のひらに加えるか又は手の甲に加えるか、何回加え

るかを決めました。

三、絶交（ぜっこう）

一番重い処罰です。これを「派切る（はぎる）」と

言い、いわゆる「仲間はずれ」でした。めったに加

えられる罰ではありませんでしたが、一度「絶交」

を言い渡された場合には、その父か兄が付き添い

「お話」の集まりに来て、什長に深くお詫びをし、

什の仲間から許されなければ、再び什の一員に入る

ことができませんでした。

子供にとって仲間たちから受ける審問は辛いもので

はありますが、「お話」も「制裁」もすべて大人た

ちに言われてつくったものではなく、子供たちが制

約や強制を受けずに自分たち自身でつくり、「会津

武士の子はこうあるべきだ。」ということを互いに

約束し励み合ったのです。

時代の違いこそあれ、自分たちは将来の国、家族を

支える一員となるとへの誇りと、自覚、志のある教

育も大切にすべきと思います。

クラブ運営協力金３０，０００円→１０，０００円

の提案。

◆がん予防啓発推進委員会 委員長 鴨宮 弘宜

がん予防啓発講演会の決算報告。

◆副会長 板場英行

先日第９期RLI-2710パートⅢを終え修了書を頂きま

した。

◆青少年奉仕委員会 委員長 井上盛文

６月１９日、２０日キャリア教育講演会と１９日夕

食会へご参加下さいまして誠に有難うございました。

会長 菅 義尚

会長を受けて一年間の例会

が４５回あり、そのうち４

２回の会長の時間をさせて

頂きました。

私は今年度のクラブ運営方

針をロータリーを知って、

好きになって、楽しもう、

の姿勢で進みました。

知って、好きになるために、出席員会の夜間研修会、

情報委員会の情報提供、楽しむために、例会での親

睦、納涼例会、月見例会、忘年家族例会、花見例会、

家族同伴の例会、親睦委員会、ＳＡＡに配慮して頂

きました。

特に今年度は田原ガバナーが、財団100周年、 がん

予防啓発推進という大きなテーマがあり、特別委員
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会を設け、鴨宮委員長のもとでがん予防啓発講演

会を行い、会員皆様の御協力で無事終わることが

出来ました。これから二年連続でがん予防啓発推

進をしますので宜しくお願い致します。

11月10日プレ公式訪問で安保ガバナー補佐、藤本

補佐幹事の例会出席、11月24日には田原ガバナー、

河野随行幹事の公式訪問がありました。今年度は

お二人のパストガバナーの卓話を頂きました。9月

15日2710地区研修リーダー呉ＲＣ大之木精二パス

トガバナーの「職業奉仕理解の為の要点」、4月20

日には福山ＲＣ天野肇パストガバナーの「ロータ

リー・リーダーシップの探求」と題して卓話を頂

きました。

がん予防啓発推進委員会では、9月1日大田整形外

科大田和弘先生、9月29日には竹原市保健課職員、

10月27日には円山医院円山信二先生の卓話を頂き

ました。5月27日にはがん予防啓発講演会、田原ガ

バナーの基調講演、他に小積様、板場会員、石川

真帆さんの御協力のもとで無事に終えることが出

来ました。又、三高校の出前講演会等々、皆様の

御協力で計画が進み有難うございました。

残念なことは、チャーターメンバーで52年間連続

出席をされていた円山啓壮会員の突然の死。10月

の地区大会で50年連続表彰をガバナーより出席し

てくださいとのことでした。円山会員も最初は出

席される意向でしたが、体調不良の為欠席された

のが残念でした。また、元気な佐々木会員の入院

手術、順調に快復されて一日でも元気な顔を見せ

てもらい、ロータリーへ復帰されることを念じて

おります。

この一年間本当にありがとうございました。

◆日 時 平成２９年６月８日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 １０名

◆議 題

①各記念日記念品の件 承認

会員誕生日 ロータリーバッジ

配偶者誕生日 花鉢

結婚記念日 ケーキまたはクッキー

事業所創立 ボールペン７本

②長期計画戦略委員会設置の件 承認

メンバーは理事会メンバーとする

③クラブ運営協力金再検討

（改めて臨時総会を行う）

◆議題

①脇山拡会員退会の件 承認

６月２２日付け

６月２９日 第２５７２回 お別れ例会

◆点 鐘

◆ロータリーソング：奉仕の理想

◆会員数：３３名（免除者：３名）

◆出席者：２６名 ◆欠席者： ４名

◆メイク： ３名 ◆出席率：９３．５５％

会員２６名 配偶者９名 事務局 計３６名

幹事 宮本 和彦

・ロータリーレート 7月より111円

・第１１回ふれあい夏祭り実行委員会開催ご案内

７月５日(水)、８月１６日(水)

会長 菅 義尚

一年間大変お世話になりまし

た。次年度の鴨宮新体制への

御協力を宜しくお願い致しま

す。

＜懇親会＞

◆会長挨拶 会長 菅 義尚

◆乾杯 副会長 板場 英行

◆金婚式御祝 木村安伸・洋子様 ご夫妻

◆最多スマイル賞 菅 義尚

◆最多クライング賞 小坂 啓子

◆出席表彰 年間１００％出席

菅 義尚 佐渡 文武 金澤 節生

大森 寛 市川 重雄 藤中 保

本庄 純夫 佐藤 守幸 吉岡 一眞

土居 敏昭 中川 康子 荒谷 隆文

久藤 孝仁 吉本きよ子 木村 安伸

鴨宮 弘宜 堀越 賢二 三好 静子

宮本 和彦 井上 盛文 尾野 剛章

板場 英行

◆バッジ伝達 菅会長―鴨宮次年度会長

宮本幹事―井上次年度幹事

◆本年度会長幹事への記念品贈呈

◆会長・幹事謝辞

◆次年度理事役員紹介

◆次年度会長挨拶

◆閉会挨拶 次年度副会長 宮本 和彦

◆ロータリーソング『手に手つないで』

◆次の方々よりご祝儀を頂きました

会 長 菅 義尚 次年度会長 鴨宮 弘宜

幹 事 宮本 和彦 次年度幹事 井上 盛文

副会長 板場 英行 SAA 尾野 剛章
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