
◇ 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー （インド、グジャラート)

◇ 国際ロータリー第27 80地区ガバナー

森 洋 (横須賀北ＲC)

◇ 国際ロータリー第27 80地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 野 坂 英 八 (横須賀RC )

◇ 三浦ロータリークラブ

会 長 秋 本 清 道

副会長 鈴 木 正 孝

幹 事 内 騰 隆 之
◇ 広報委員会（広報 .雑誌 .I T ）

委員長 高 木 巖

副委員長 大 石 精 一
事務局 山 田 香

◇ 例会日 毎 週 木曜日 １２ 時 ３０分 点 鐘

◇ 例会場 三浦商工会議 ３ 階 ホール

◇ 例会場所＆事務所住所

〒2 3 8 -0 2 4 3 三浦市三崎2丁目2 2番 1 6号

◇ T EL 04 6(8 81) 511 1㈹＊ F A X 04 6(8 81) 334 6
◇ W e bsite : http:/ /w w w . miura- rc . jp

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 8,000円 208,000円 216,000円

財 団 1,000円 35,000円 36,000円

ポ リ オ 1,000円 11,000円 12,000円

米 山 1,000円 40,000円 41,000円

周 年 1,000円 15,000円 16,000円

計 12,000円 309,000円 321,000円

◇ 点 鐘 １２時３０分

◇ 国歌斉唱

◇ ロータリーソング 『奉仕の理想』

◇ 四つのテスト唱和

◇ ゲスト・ビジター紹介

米山奨学生 姜 少永（横須賀ＲＣ）

◇

横須賀北ＲＣ御子柴智義会長

皆様あらためて新年おめでとうございます。

本日は進行の大役を務めさせていただいております

のでご挨拶は他クラブの会長さんにおまかせいたし、

一言だけ申し上げます。

野坂ガバナー補佐による７－８年ぶりの合同例会に

出席でき大変喜んでいます。

それは横須賀三浦地区で共に生活し、事業活動を行っ

ているロータリアンの幅広い人の輪の中に一緒に居ら

れること、様々の職業の方々と交友関係が築ける事。

これはロータリークラブでなければ味わえません。す

べてのロータリアンは平等であることが実感できるこ

とです。この機会に各クラブへメーキャップにまいっ

て、ますます交流を深めましょう。

横須賀南ＲＣ髙井豪会長

第１グループの皆様、新年明けましておめでとうご

ざいます。今期、横須賀南ロータリークラブの会長を

務めさせて頂いている髙井です。本年もこうして皆さ

んと一緒に新しい年を迎える事ができ、誠に喜ばしい

次第であります。特に、我がクラブにとりましては、

年が越せたことは非常に喜ばしい限りだと思っており

ます。見てのとおり若輩者の会長で、おっかなビック
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リのクラブ運営でしたが、クラブ内外の皆様に支えて

頂いたこと、心より感謝する次第です。

さて、昨年は（前述にもあったように）震災の影響

により、波乱の一年でありましたが、野坂ガバナー補

佐の発案で、このような形で合同例会が開催される事

は、グループ内の親睦といいましょうか、顔の見える

付き合いでの結束力を高め、団結して事にあたるとい

う、第１グループの姿勢につながるものだと確信して

おります。

特に、一年の始まりであるこのタイミングにあたり、

そのことを強く感じずにはいられません。皆様で一年

の計を練り、そして皆様で実行できるよう、微力なが

らですが、私も尽力したと思っております。

新年の会長の挨拶といたしましては、本来なら「一

緒に今年も頑張りましょう」と鼓舞するような内容を

語らなければいけないのかなぁとも思いましたが、正

直、私の場合はクラブ内外の皆様に鼓舞されて本日を

迎えているようなものです。

第１グループの三役会の席で「合同例会」の話が出

た際、単純に「おー、いいことだなぁ」と思い賛成致

しましたが、その後、会長スピーチで約3分、又運の

悪いことに、我が南クラブには今年の年男が不在で、

この後ピンチヒッターという事でお話ししなければな

らないので、昨年末よりこの事が脳裏をかする度に、

まさに皆様に「頑張ってやってみろ！」と鼓舞されて

いるなぁと実感しております。一年分の気合いをこの

新年会で注入されているのかなぁと、そんな気もして

おります。

あまり話しますと、この後ネタ切れになってしまい

ますので、このあたりのしたいと思いますが、各クラ

ブとも、今年も昨年にも増して、大いに頑張って頂き

たいと思います。

最後になりましたが、ここに御臨席の皆様の健康と、

たとえ嵐のような悪条件の中でも悠々と舞う龍のよう

な飛翔ならびに飛躍を祈願致しまして、私の挨拶とい

たします。有難うございました。

横須賀西ＲＣ浅葉晃一会長

新年あけましておめでとうございます。私は横須賀

西ＲＣの会長浅葉でございます。当クラブの地域奉仕

活動は、次の３項目です。

①春光学園サマーキャンプ支援と長浜海岸清掃

②衣笠駅前での献血運動（日本赤十字社に協力）と薬

物乱用防止活動

③チャリティコンサート開催

今年度はこの継続事業は確実に実施しようという決意

でスタートしました。

①のサマーキャンプは、７月２２日の暑い中でしたが

スイカ割など子供たちも楽しんでいました。

②の献血運動は９月１５日に６７名という多数の方が

参加して頂きましたが、献血のルールが厳しくなり４

９名の方の協力を頂きました。

③残された課題はチャリティーコンサートですが、今

年は第５回になります。昨年同様４月２９日に、東日

本震災支援『がんばろう！日本』として予定していま

す。収益金は単なる義援金と異なり、協賛ＮＰＯ法人

を通じて、被害を受けた方に直接わたります。具体的

には、チャリティ活動担当の楠山会員が中心となり内

容を検討中です。毎年各クラブさんには協賛いただい

ておりますが、宜しくお願い致します。

前後しましたが、当クラブでは昨年度末に、３名の

退会者があり１９名と会員が減少してしまいました。

そのため、各種活動も制約を受けることになりました

が、地域奉仕活動は従来同様に実施しようと決めまし

た。会員増強が第一ですが、昨今の状況では困難が伴

います。当面も少ない人数ですが、全員参加で進めよ

うとの考え方で結束を固め、例会・他の日常活動も

（自己負担は増加）順調に進めています。

今後のお願い

協賛 日蓮宗神奈川第２社協会・青年部

横須賀・横須賀北・横須賀南西・横須賀南・

三浦の各ＲＣ

会場提供 大明寺

横須賀南西ＲＣ安田治会長

新年、明けまして、おめでとうございます。南西ク

ラブの安田と申します。

ガバナー補佐付幹事の岡田様から各クラブのＰＲを

との連絡が有りました。南西クラブの長所を話させて

頂きます。

1、昨日わが南西クラブは振り替え休会でした。他の

クラブに比べ例会の振り替えの休みの多さでは断トツ

では無いでしようか？一番の長所ではないでしょうか？

ただ三十日に重なった時の苦しみが伴います。２年程

前に、月曜日が例会日では新会員は望めない。例会日

を変更しようと話が持ちあがり、議論を重ねました。

しかし、慣れた月曜日を変えることが出来ませんでし

た。

2、クラブのホームページの更新の早さです。一人の

会員に多くの負担を掛けています。更新のスピードは

月曜日に例会、木曜日くらいまでに原稿、写真を送ら

ないと催促がメールで届きます。地区のセミナーで他

地区の講師の講演を聞きホームページの話をされてい

たので、覗いてみると半年くらい更新されていないこ

ともありました。昨年度までは地区のセミナーの状況

を出席者の写真と内容を載せていました。今年度に入

り、地区のホームページの更新が早くなり、おどろい

ています。

3、会員数は14名ですが、今日も10名出席しています。

来週の新年移動例会は、13名の出席です。会員の減少

に伴い年に２回の一泊旅行の開催も厳しくなって来ま

したが、昨年も移動例会１回、旅行が１回と２回行わ

れました。昨年の11月も会員10名、家族3名で松島、

中尊寺へ観光に携わるかたを支援する為に一泊で行っ
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て来ました。

4、昨年の地区大会で南西クラブはエクスカーション

を担当させて頂きました。軍港めぐりが決まると、移

動例会を企画、12名参加で体験をしました。その後も

会長の顔はつぶせないと言われ、夜の打合わせも行い、

当日も天候に恵まれ無事、終了しました。

三浦ＲＣ秋本 清道 会長

新年明けましてお目出とうございます。三浦RC秋本で

ございます。よろしくお願いします。

野坂ガバナー補佐のお力で、久しぶりの第１グルー

プ合同例会になりました。このような大勢の会員の皆

様の前でお話しをさせて頂き大変うれしく思っていま

す。くせになりそうです。

三浦クラブはこの３月１０日、創立５０周年記念式

典を予定していました。昨年の３月１１日東日本大震

災が発生して以来、私たちも震災の復興支援をと、こ

の５０周年にかかる費用と労力を、東日本にむけまし

た。そのくわしいお話は、IMで報告させて頂くことに

なっていますが、３月１０日は本来であれば、グルー

プ内の皆様におこし頂き、盛大に行なわせて頂かなけ

ればならないところですが、当日は会員と家族で震災

の一日も早い復旧・復興を願いながら、ささやかな食

事会で祝う予定です。実は、４５周年の時に会長をさ

せて頂き、５０周年を盛大にと、簡単な記念例会で行

ないました。くしくも、今回も６０周年を盛大にと言

う形になりました。まだすべてが決定したわけではあ

りません。グループ内、三役さんにお声かけさせて頂

くかも知れませんので、虫の良い話ですが、頭の中に

おいて頂ければと思います。

年が明けて「あと半年だー」と言うのが本音です。

頑張りますのでよろしくお願い致します。

◇

※お誕生日お祝い

高木 巌 Ｓ１６． １．１８

鈴木 康仁 Ｓ２４． １． ２

※結婚記念日お祝い

笠倉 正弘 Ｓ４７． １．２３

藤 喜代司 １．２５

◇

会員総数２７名 本日出席１１名、

本日欠席１５名、出席率４２．３％となります。

◇

秋本清道 新年おめでとうございます。あと半年よろ

しくお願いします。

鈴木康仁 誕生日お祝いありがとうございます。

星野 雄 謹賀新年。横須賀ＲＣの皆様例会場設営・

食事の御用意等ありがとうございます。本年もよろし

くお願い致します。

村山智城 新年おめでとう御座います。今年も宜しく

お願い致します。

◇

横須賀ＲＣ 三田村 成之 会員

明けましておめでとうございます。

汐入駅前にございますメルキュールホテルの三田村で

す。私が、メルキュールホテルに着任いたしまして、

ちょうど１年半が経過致しました。もうすでに５年は

居ったような気がいたします。それほどに充実をして

いた時間を送らせて頂いております。私がこれほど短

時間で横須賀に馴染めましたのも、この横須賀RC会員

にしていただいたおかげと、いつも感謝いたしており

ます。また、昨年、地区大会をお手伝いさせていただ

きましたことにもお礼申し上げます。お陰様でホテル

スタッフ一同大きな誇りと自信を持つことができまし

た。正直、当初は例会に出席するのも憂鬱な時期もあ

りましたが、最近では魚籃亭のお弁当の蓋を開けるの

が楽しみになるほどにまで、楽しめるようになりまし

た。誠に気持ちの良い会員の皆様と、フラットな関係

で、さん付けで呼び合えることは素晴らしいことだと

いつも感じております。

横須賀商工会議所の横須賀RC定例会は、私にとりまし

ては最高級ホテルのブッフェバイキング会場のような

ものであります。横須賀にある様々な業種、企業のトッ

プの方々、それもキーパーソンに一時にお目にかかれ

ること。これほどありがたいことはございません。ア

ポをとっても、中々会って頂けない方々ばかりであり

ます。お陰様で、私はメルキュールのトップセールス

マンになれました。私は誠にラッキーな人間でありま

す。尊敬できる素敵な横須賀ロータリアン、また、魅

力的な方々と沢山お知り合いになることができました。

本当に光栄至極に存じます。

2012年は私たちタツの年であります。私はメルキュー

ルホテルGMとして任された仕事、期待されております

ことは、着実に実行し応えて参りたいと考えておりま

す。今後ともどうか今までと変わらぬご援助、ご指導

を賜れます様お願い申し上げます。

この2012年辰年が、皆様にとりまして、素晴らしい年

になりますように願っております。
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横須賀北ＲＣ 石井 伸二 会員

本日は年男のスピーチということで、今回が３回目

の年男です。３５歳で入会をし、その翌年に１回目の

年男のお祝いをしていただきました。今５９歳。４月

に６０歳になりますが、信じられない。皆様からすれ

ば、まだ６０歳かもしれませんが、私からすると、も

う６０歳という感じです。まだ気持ち的には、見た目

は変わっても、学生気分です。また１２年後に４回目

の７２歳の年男を祝っていただけたら良いなと思って

います。

今日の合同例会は、すばらしいです。この雰囲気が

すばらしい。小さくなってしまった、我々のクラブか

らすると、この雰囲気が欲しい。入会希望者の人たち

が、この会場の一角に座っていたら、さぞかし感激し

たことでしょう。今後もこのような機会が増えますこ

とをお願いしたいと思います。

今日は祝っていただきまして、本当にありがとうご

ざいます。

三浦ＲＣ 鈴木 正孝 会員

皆さま、あけましておめでとうございます。本来なら

ば年男がお話するところですが三浦には該当者がおり

ません。その場合、会長が代わりにお話しするのです

が、IMまでネタをとっておきたいとの事で私にするよ

う命じられました。新年早々、光栄なるお役目を頂き、

おかげさまで朝から食欲がなく美味しい昼食も残して

しまいました。どうぞ宜しくお願いします。

今年度の三役会は野坂ガバナー補佐の御発案で、隔

月で各クラブを訪問し例会出席後に三役会を行う事に

なりました。当初、遠くて時間がかかり大変だと思っ

ていましたが、いざ行ってみると例会運営やクラブの

歴史や土地柄がクラブ毎に特色があり参考になる事も

多くあり例会を楽しむ事が出来ました。三浦でも三役

の１７名が増えての例会は通常の二倍の人数になり賑

やかな例会になりました。ところが横須賀クラブと他

クラブに出席した際、メンバー数にあまりの違いがあ

りその部分が気になりました。

横須賀のメンバーが多いのは、もちろん熱心な勧誘

と魅力あるクラブ作りの賜物だと思います。横須賀メ

ンバーの顔を拝見すると青年会議所のOBの方が多くい

らっしゃいました。野坂ガバナー補佐や岡田幹事をは

じめ多くの先輩方、若手の中にも多くのOBがいて、４

０歳で青年会議所卒業後ロータリー入会といったいい

道筋が出来ているように感じました。これも会員増強

の大きな力になっているはずです。三浦では秋本会長

と私もOBですが、後輩がなかなか続いてくれず会員増

強に苦労しております。横須賀クラブの中に三浦青年

会議所出身者はまさかいないと思いますが・・・。も

しいたなら、機会があれば三浦の後輩たちにロータリー

の良さを話し、三浦クラブ入会へお誘い願いたいと思

います。

会員の減少はメンバーの負担を増やしクラブ存続が

危ぶまれる状況に陥ります。クラブの解散や合併を耳

にするようになり、全国的に会員数が減少している現

在、各クラブはより一層の会員増強運動をしていかな

ければいけません。各クラブの努力ももちろんですが、

これをグループ全体としての問題と捉え、クラブ間の

垣根を少し下げてグループ全体としての増強を考えて

行く時期に来ているのではないかと思います。先輩方

が築きあげてきた歴史ある各クラブです。守っていか

なければなりません。

少々生意気な事を申し上げましたが、これを私の卓

話といたします。本年も宜しくお願い致します。あり

がとうございました。

横須賀南ＲＣ 髙井 豪 会長

先程も、登場致しましたが、今期、横須賀南ＲＣの

会長を務めさせて頂いている髙井です。

本来、年男スピーチということなので、当然「年男」

が行なうものですが、残念ながら当クラブには、今年

の干支である「辰」年の方が不在で、第１グループの

三役会の席で、本日の合同例会の実施を決定する際に、

当クラブの年男が不在の旨を申し上げたところ、「不

在のところは、会長さんがやって下さい」という、お

話になってしまい、なぜか申年の私の再登場の運びと

なってしまいました。お聞き苦しいとは思いますが、

今暫くお付き合い下さい。

さて、年男でもない私が「何をお話したら良いだろ

うか？」と色々考えましたが、私は多くの分野に造詣

が深くありませんし、含蓄のある話し、威厳のある話

しなどできません。そこで、ここは自分の「生業」

（仕事）に沿ったお話をさせて頂きたいと思います。

新年の幕明けとは全く関係のない話しではありますが、

私の仕事は「廃棄物」いわゆるゴミがらみの仕事に携

わっております。三浦市内で事業を営んでいる方には、

少し遠い未来の話になってしまうかもしれませんが、

横須賀市内で事業を営んでいる方は、ちょっとお耳を

傾けて頂ければと思います。

横須賀で廃棄物の話というと「新しいゴミ焼却場の

建設問題か？」とか「葉山町との広域処理の歳晩の話？」
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と思われるかもしれませんが、どうせスピーチするな

ら、ホッとな話の方がいいかなと思い、お話させて頂

きます。市側からまだ正式発表にはなっておりません

ので、若干の変更はあるかと思いますが、平成25年4

月1日（来年の4月1日）から、現在、有料で個々の事

業者が、事業系ごみ（難しく言うと事業系一般廃棄物）

という名称で、横須賀市４分別ルールいわゆる「燃せ

るゴミ」「容器包装プラスチック」「缶・ビン・ペッ

トボトル」「不燃ゴミ」で分別して捨てているゴミの

中で、「容器包装プラスチック」（具体的にはプラマー

クが付いている製品の包装に使われているビニール袋

やフィルム、コンビニの弁当トレー、カップ麺のカッ

プ、etc．）と「缶・ビン・ペットボトル」が産業廃

棄物として捨てて下さいというルールにカテゴリー変

更うるということで、資源循環部（昔の環境部）が着々

と準備を進めています。

一連の流れを具体的に言うと、現在のところは「事業

系ゴミ」というカタチで、私達のような横須賀市から

一般廃棄物を運ぶことを許可された、基本的に市内の

民間業者が、お客様との契約の上、横須賀市が経営し

ている処理施設で浦郷の「リサイクルプラザアイクル」

に持ち込んで、家庭から出た「容プラ」と一緒に、約

１ｍぐらいのサイコロ状に圧縮して、日本容器包装リ

サイクル協会に引き渡してきました。

しかし、来年の4月からは、市側は、事業者が出した

それらを受け取らず、ゴミを出す事業者は、今度は各

自で産業廃棄物を運ぶ許可を持った民間業者と契約を

やり直し、さらに民間の産業廃棄物を処分できる業者

とも契約を結ばなければなりません。

簡単に言うと、今までは市が関与して安く処理できて

いたものが、今度は民と民との話になり、完全に産廃

扱いにすることで、市の負担減を狙い、捨てる側の排

出者は、基本的に料金全体で負担増となることが予想

されます。

昨年の夏より、私が加盟している「横須賀市一般廃棄

物協同組合」をあげて、反対し、今の制度維持を要望

してまいりました。残念ながら市は「現在、神奈川県

内で完全廃棄化に踏み切っていないのは、横須賀、三

浦、逗子だけ」と「容器包装リサイクル協会からの要

求が厳しい」などを理由に、当初は今年の4月から実

施を検討していたのですが、私達の抵抗が実ったかは

わかりませんが、平成25年4月より実施という、1年延

期するカタチで昨年12月2日に許可業者に対し、発表

となりました。

たぶん「不燃ゴミ」も産廃化され、今の体系で捨てる

ことができるのは「燃せるゴミ」だけになることが予

想されます。

横須賀ＲＣには大原会員、北ＲＣには坂庭会員、西Ｒ

Ｃには嘉山会員などがおられますので、もしよろしけ

れば、詳細は卓話などでお聞きになればとも思います

が、この夏頃からは、市側は、このルール変更の説明

会等を治しすると予定しています。今年の年末から、

年度末にかけて、平成16年4月前後と同様、お客様も

廃棄物処理業者側ともども、混乱が予想されますので、

お早めの準備を！！ということで、以上横須賀市に成

り代わり、ご案内、ご報告させて頂きました。

新年早々、ゴミゴミしたお話で、大変失礼致しました。

ご清聴ありがとうございました。

横須賀西ＲＣ 石渡 郁生 会員

「技工室の壁」

技工室の壁には、壁紙の色がわからなくなるほどの

掲示物があります。その掲示物は２０枚ほどあり、A4

版から写真のL版ほどで大小まちまちの大きさです。

マジックやサインペンで多くの文字が書きなぐってあ

り、黒いインクが茶色に色あせているものもあります。

セロテープでしっかりと張られていますが、そのセロ

テープは、真新しい透明のものから黄色く変色し縮ん

で今にもはがれそうなものまであります。これらの掲

示されたもの全て、２３．４年間に私が書いて貼り付

けた「教訓」やら「人生観」「座右の銘」と言えるも

のです。

私は飽きっぽく忘れっぽい性格です。有名作家の講

演を聞いてその時は感銘を受けますが、その場限りで、

私の人生に活かされることはかつてありませんでした。

そんなある日、私の驕りのために詐欺にあった事があ

りました。自分の愚かさに苛まれながら日々を送って

いる時に、決して忘れてはならない言葉に出会いまし

た。「自分がしっかりしなければ、私はいつまでも世

の中に甘く見られる。」こんな簡単なことに気がつか

なかったのです。

「己が変わらなければ、世の中全て変わらない。」が、

その言葉です。

まず、それをマジックでA4のコピー用紙に書きました。

私にとって技工室は、一番気の落ち着けるところです。

そこで、技工室の壁の真ん中に張りました。毎日その

言葉を読むことができ、自分に言い聞かせることがで

きました。だんだんと自分が変わっていくのが確かに

わかりました。

このように、壁に貼られた文字には、全て想い出があ

ります。その一部をご紹介いたしますので、聞いてく

ださい。

２０年前従業員が定着せず、人事に困窮していた時代

の掲示物

「やって見せ言って聞かせてさせてみて、褒めてやら

なければ人は動かない。山本五十六」

「従順の裏には、憎悪がある。」

「人は許すことができる。」（ロータリーの友より）

「Empty vessels make the greatest sounds.」

患者さんや世間の人との人間関係に疲れたときの掲示

物
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「子ども叱るな、それは来た道。年寄り笑うな、それ

は行く道。」

「笑わず励まさず褒めず諌めず、話を聞いて共感する。」

「一灯照隅」（「一灯照隅・万灯照国」中坊公平、ロー

タリーの講話より）

「他人の価値判断から、自分の価値判断へ」（中坊公

平、ロータリーの友より）

「Deep water runs still.」

治療方針や医院の経営など悩んだときの掲示物

「人は、得意分野で失敗する。」

「病を診て、患者を見るな。」

「過去を追うな。未来に求めるな。」

３年前から現在まで座右の銘としている言葉がありま

す。

「少しでいい。欲しがれば切がない。」

以上です。

今後も、この技工室の壁に紙切れを貼り付け、それを

眺めながら生きていこうと考えております。

ご清聴、ありがとうございました。

横須賀南西ＲＣ 折笠 仁志 幹事

「辰年を迎えて」

あ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。

本年年男の折笠と申します。併せて南西の本年度幹事

を務めております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて年男と言え、新年そうそう諸先輩方を前に誠に

清悦ながら年男として、何かお話しすることを大変、

恐縮しております。

良い年を迎えられとこと存じます。皆様にも変わるぬ

お元気な顔が拝見出来ましたこと併せて感謝申し上げ

ます。

さて今年は、辰年

本来は、シンと読み、漢字の辰の下に虫と書くと蜃気

楼となります。

これは２枚貝（ハマグリ）が開き、弾力のある肉がひ

らひら動かしているさまを描いているものであるが、

実際は振動のシン、また地震のシンの意味を持つそう

です。あまり良くないですね。

漢書では、動いて伸びる、整う の意味として、草

木が盛んに成長して形が整った状態を表すと解されま

す。

これを龍（竜）としたのは、無学の庶民に十二支を浸

透させるために動物の名前をあてたものである。

唯一の十二支の中で、架空の動物、幻の動物である。

と言うことは辰年の言うこと、行動は幻であるますの

で、ご注意ください。もう一方では幻想的という点か

ら、ロマンチックかも？

では、もう一つの言葉、振動のシン、地震のシンか

ら、昨年の震災、年明けの地震と地盤がゆるんでいる

のか？ 不安です。

また中華農民暦というものがあり、長い歴史の中国

の過去を照らし合わせて作った暦から、今年は、水が

土より上にきているので、津波を表すことまた土は地

震を表すことから今年も引き続き、自然災害に注意し

た方が良いかと思います。

信じるか、どうかは本人次第ですが、

では、皆様どちらにおいても、いつでも避難出来る準

備、また自分がどこにいて、イザと言う時の逃げる場

所を考えましょう。

それでは、今年こそいい年になりますように、皆様

のご健勝と御多幸を祈念しまして、本年の年男のご挨

拶と代えさせていただきます。おめでとうございます。
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