
◇ 国際ロータリー会長

田 中 作 次 （埼玉県、八潮ＲＣ）

◇ 国際ロータリー第2780地区ガバナー

菅 原 光 志 (鎌倉ＲC)

◇ 国際ロータリー第2780地区第１ｸﾞﾙｰﾌ ﾟ

ｶ ﾞﾊﾞﾅｰ補佐 鈴 木 康 仁 (横須賀RC)

横須賀ＲＣ 第３００１回例会

横須賀北ＲＣ 第２４８０回例会

横須賀西ＲＣ 第２０２９回例会

横須賀南西ＲＣ 第１６５０回例会

三浦ＲＣ 第２４９０回例会

◇ 開会点鐘 １２時３０分

菊池 恵会長（三浦ＲＣ）

◇ 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

交換留学生 ＤＥＳＡＲＤ Ｍａｎｏｎさん

◇ 三浦ＲＣ 菊池 恵

皆様、改めまして新年明け

ましておめでとうございます。

本年度三浦ロータリークラ

ブ会長を仰せつかっています

会長の菊池と申します。宜し

くお願い致します。

今回、第１グループ合同例会は当クラブがホストク

ラブということで一言ご挨拶を申し上げます。

昨年に引き続き新年初めての例会を合同で行い、こ

こにご挨拶が出来ます事は大変に光栄に思っておりま

す。

ロータリークラブをめぐる環境は、私が申すまでも

なく大変厳しいものがあります。

昨年末政権が変わり経済は少し上向きつつあると報

道されていますが、まだまだ地方経済は低水準です。

そんな中で、ロータリークラブの活動を活発にする為

には、会員増強が不可欠と思い、努力しているところ

ですが思うようには行きません。

現状維持をするのがやっとです。上手く行けば、プ

ラス１ないし２になるよう努力したいものです。

皆さんのクラブではいかがでしょうか。

新年ですので、ここで少し「お正月」の話をさせて

頂く事をお許し下さい。皆様方も年末から年始にかけ

て新年を迎える準備で何かとお忙しかったのではない

でしょうか。

私も仕事柄といいますか、私の家は江戸時代から続

く「社家」の家で御座います。シャケと言っても魚の

鮭とは違います。神主をしております。三浦を中心に

十六の鎮守様、氏神様・お宮をお守りさせて頂き、ご

奉仕をしております。

例年、穏やかな新年を迎えることが出来、つくづく

日本の良さを感じております。正月を迎える準備は大

掃除から始まっております。なぜ掃除をするのでしょ

うか。お考えになった事がありますか？

一年間溜まったゴミをまとめて片づけたい。普段掃

除をしていない所をきれいにし、さっぱりとした気分

で新年を迎えたい。いろいろな思いで、新年を迎えて

いると思います。お正月を迎えるにあたって、大掃除

をするということは、もっと大事な意味が御座います。

それは、歳神様を迎える為の準備なのです。お正月を

祝うということは、歳神様をお迎えするという事です。

歳神様は遠く山から来る神であり、田の神、穀物や稲

の神であり、福をもたらす神なのです。又、先祖の神

とも言われています。その歳神が家々に訪れる目印は

門松であり玄関のドアーとか家の入り口に吊り下げる

正月飾りであります。この飾りを付けるということは、

我が家が今お正月のお祭りを行っている神聖な場所で

すよ、という意味を表しています。歳神様は三が日と

か、七日とか地方に違いますが、家に留まります。留

まる所はどこかと言いますと、鏡餅です。鏡餅は神饌

（神様が召し上がる物）であり、依代（よりしろ）、

神の宿るものでもあります。皆様の家の床の間や神棚

に鏡餅を飾られたと思いますが、そこに歳神が宿るの

です。なぜ鏡餅かと言いますと、それは三種の神器の

鏡から来ておりだから丸いのです。大小の丸餅が二つ
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重なっているのは、一説には心臓を表しているからと

か、日本人は二つの「対」の精神を尊ぶからといわれ

ております。

最近は、神様を迎えるだけ迎え、自分たちは海外に

出かけ、バカンスを楽しむ家庭が増えていることは残

念なことです。

子供が貰うお年玉も、元々は歳神からの贈り物を意

味し、歳神様にお供えした餅を下して年少者に分け与

えたのが始まりで、歳の魂（たま）と言われお年玉と

なりました。

明日１１日は鏡開きの日です。お持ちを家族揃って

一緒に食べる事と思います。お餅を小さくする時に刃

物を入れることは縁起が悪いといって避けます。たた

いて割ります。

神様に上げたものを食べるということは、神様のパ

ワーをいただくことです。お目出度い時に食べるお赤

飯も同じことが言えます。

口の中に入れることで神の力を体内に取り込むこと

です。

この様にお正月という行事は日本人にとって切って

も切れない関係があります。

まだまだ、正月行事は沢山あります。初詣、初日の

出、おせち料理、雑煮、年男（今はその年の干支に当

たる男子をいいますが、本来の意味はお正月の支度か

ら三が日の行事を取り仕切る家長の事）七草、左義長

（おんべ焼きどんど焼き）小正月など、まだまだその

いわれを調べれば新しい発見が見つかると思います。

皆さんも調べてはいかがですか。

鎌倉の錢洗い弁天へ行かれた方もおありかと思いま

すが、弁天様の使わしめはヘビですが、ヘビは幸運や

富を与えてくれます。

私は経済のことはよく分かりませんが、「辰巳天井」

という株式市場の有名な格言があるそうです。辰年と

巳年には株価が大きく値上がり巳年は天井になること

が多いといわれています。今年こそはそうしたいもの

です。

お正月に必ず「おめでとう」と言います。語源は、

「芽が出る」から来ていると言われています。もうす

ぐ春となり、木々が芽吹くように各ロータリークラブ・

皆様方にも大きな芽が出ますようにご祈念し、ホスト

クラブ会長の挨拶といたします。

◇ 鈴木 康仁 ガバナー補佐

明けましておめでとうござ

います。

会員の皆さまに於かれまし

ては、健やかな新年をお迎

えになった事とお喜び申し

上げます。

昨年は、ガバナー公式訪問等で大変お世話になりあり

がとうございました。

今年もあと６ヶ月ＩＭ、ＧＳＥ、交換留学生等の受け

入れなど色々な事業がございます。どうぞご指導ご協

力を宜しくお願い致します。

さて、国際ロータリーも変化をしようとしております。

当地区でも、後藤年度、森年度、そして菅原年度と３

年計画を立て、本年度が最終年度となっております。

未来の夢計画一つとっても引継ぎ移行の大切な年であ

ります。

また、作次戦略として日本のロータリアン１０万人計

画も何とか実現したいものです。

いずれに致しましても、ロータリーの活動は一人で出

来るものではありませんので、会員一人一人のご理解

とご協力を心からお願い致します。

今年の干支は、巳年。へび年であります。へびは脱皮

を重ねて一つ一つ大きくなります。当グループも今ま

での殻を一皮脱いで一歩成長したいと思います。どう

ぞ宜しくお願い致します。

終わりに、各クラブの発展と会員の皆様に幸多かれと

ご祈念申し上げ、補佐の挨拶と致します。ありがとう

ございました。

◇ ＤＥＳＡＲＤ Ｍａｎｏｎさん

今五か月たちました。

いろいろいいけいけんになっ

てます。たくさんのりょこう

にいった。いっぱいの人にあ

いました。

日本はほんとにへいわの国です。バスとでんしゃは

とってもしずかです。フランスとちがいます。みうら

やとうきょうはよるにまちをあるいてもこわくない。

フランスとはこもちがう。日本はげんじゅうです。だ

から日本にきました。たいへんだったけど、日本人は

やさしいとれいぎただしい人、なのでいつもみんなは

私をたすけてくれます。うれしいです！

ときどき日本のせいかつはいがいです。たとえばふ

なおろしにいきました。おもちをなげててびっくりし

ました。あぶないとおもいました。日本のりょうりは

おもしろいです。ピザややきそばのサンドイッチはフ

ランスではみたことがないです。

私は五月３１日にフランスにかえるよていです。五

月までよろしくおねがいします。

◇

＊横須賀ＲＣ

・誕生月祝 江沢暁彦Ｓ16.1.1 小佐野圭三Ｓ19.1.5

福西美子Ｓ12.1.5 鈴木豊司Ｓ48.1.8

渡辺治夫Ｓ22.1.17 渡部 進Ｓ24.1.19

齋藤秀人Ｓ42.1.24 曽我宗光Ｓ45.1.26

鈴木孝博Ｓ41.1.27 飯塚進一郎Ｓ25.1.28

野坂英八Ｓ24.1.29 各会員

・入会月祝 清水 格 会員

＊横須賀北ＲＣ
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・誕生月祝 鈴木 正Ｓ29.1.31 会員

・入会月祝 鶴山信行 浅野径子 両会員

＊横須賀西ＲＣ

・誕生月祝 神守陽一Ｓ23.1.5 中村昌弘Ｓ22.1.11

長島澄雄Ｓ32.1.11 石渡郁生Ｓ27.1.15

小池克彦Ｓ27.1.26 各会員

＊横須賀南西ＲＣ

・誕生月祝 井上祐一Ｓ11.1.21 菱沼正喜Ｓ24.1.20

両会員

・婦人誕生祝 井上秀子様1.30

＊三浦ＲＣ

・誕生月祝 高木 巌Ｓ16.1.18 鈴木康仁Ｓ24.1.2

両会員

・結婚記念日祝 笠倉正弘 藤喜代司 両会員

◇

＊横須賀ＲＣ 79.25％

＊横須賀北ＲＣ 73.91％

＊横須賀西ＲＣ 78.94％

＊横須賀南西ＲＣ 82.35％

＊三浦ＲＣ 62.96％

◇

横須賀ロータリークラブ

新倉 定治 会員 Ｓ１６．０４．１４

「我が家のお正月」

新しい年を迎えるにあたり、我が家では三つの神棚

にお飾りをし、外には門松、玄関には花飾りをして迎

えます。六尺の幅の神棚に、真ん中に天照大神様、左

にその年の年神様、右に金毘羅様、ダイニングルーム

茶の間には三尺幅の神棚には恵比須、大黒様、三つ目

がキッチン台所に荒神様が祭られています。この三つ

の神棚、お社を海岸から汲んできた塩水（海水）でお

掃除、お浄めをしてからお飾りをいたします。一夜飾

りをキライ、１２月３０日の夕刻から三時間ぐらいか

けて行います。神事は全て男子のみで行います。女子

はおせち料理を支度します。３１日は男子にて元旦の

お雑煮の支度をえびす大黒様の下でお明かりをつけて

行います。その前に私が家族九人と二人の娘家族八人

と、弟家族十人の２７名の干支がらの入っている新し

い丸箸の袋に全員の名前を筆で書きこれを正月１５日

の小正月まで使用します。雑煮の具は我が家は里芋と

銀杏切にした大根、鰹節のダシで、塩と醤油の味付け、

おもちは角餅です。前日に里芋と大根を切り洗わずに

一晩寝かします。翌朝洗って煮込みます。一晩寝かす

と柔らかく早く煮えます。煮えた大根、里芋を先ほど

申し上げた五つの神様にお供えいたします。三が日と

も朝はこのスタイル、昼は大根と人参のおなますを作

り御飯とともにお供え致します。すべて男子の役目で

す。四日は朝、黄金餅いわゆるきな粉餅を食べます。

五日、六日はなにもありません。七日はご存知の七草

粥塩味です。大昔は前夜から七草を「七草ナズナ、唐

との鳥が日本の国に渡らぬ先に、ストトントントン、

ストトントントン」と繰り返し繰り返し歌いながら、

刻んでゆき汁を入れておかゆを炊き込んでいったそう

ですが、今は朝早く外飾りを外します。そして朝食

「七草ナズナ、、、、、」を歌いながら、刻みおかゆ

を炊き込み角餅を焼いて、小さく千切っておかゆに投

げ込み良く混ぜ合わせて正月のおせち料理とお餅、お

酒等で疲れた身体を癒し、一年間の無病息災を願い頂

きます。この七草粥を食べるまでは葉っぱ物を家に入

れないで食べてはいけない事になっています。八日、

九日は空いて十日夜内飾りを外しお供えも下ろし刃物

を使わず固くなったお供え餅を崩して一口大にし十一

日の鏡開きに葉っぱの入った、菜雑煮を頂きます。一

般的にはお汁粉を頂くようですが。そして十五日小正

月小豆による赤いだし汁でお粥を作ります。別に煮込

んだ小豆も入れいわゆる赤いご飯のお粥をお砂糖を付

けながら頂きます。ここまででお正月の行事は終わり

ます。お箸もここまで。掃き出すな、爪を切るな、四

足動物の肉と葉っぱ類は食べるな等等、、、正月早々

から戒めを持って新たな年を迎えたようです。そして

男子たる者弱音を吐くことなく、神事は男子がと言う

ものの、一年間台所を預かる女人の為少なくとも正月

行事位は女人に感謝しつつ台所に立った事と理解しな

がら行っている新倉家の男子達です。

横須賀北ロータリークラブ 品川 昌義 会員

横須賀北ＲＣ会長の品川です。うちのクラブには、年

男がおりませんので、私が卓話を致します。

皆さん、明けましておめでとう御座います。

今年の幕開けは、どこのデパートも用意した福袋がと

ぶ様に売れきったと景気の良いうれしい喜びの声でス

タートしました。

４日の東京外国為替市場は円売り・ドル買いが進み、

円相場は２年５ヶ月ぶりに１ドル＝８８円台まで値下

がりした。

かたや、ユーロも２２銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝

１１４円５８～６２銭で取引を終えた。米国では、歳

出削減と減税打ち切りが重なり「財政の崖」問題がひ

とまず回避されたことが好感をえてドルが買われた。

安倍政権が主張する日本銀行の金融緩和の強化による

金利の低下を見込んだ円売りも続いています。また、

株式市場も４日の発会式では、東京株式市場全面高と

なり１万６８８円１１銭高となり、輸出産業を中心の

経費回復が予感できる年明けとなりました。

また、新三役で半年を経過しまして２０１２年７月３

日第１回２４５５回例会がスタートしました。

次回例会では、横浜金沢ＲＣの山本会長、田中幹事の

訪問をいただき、これは、いつのころからかお互いに、

合同例会を開催するクラブになりました。

当クラブで、石井伸二会員より国際大会が有意義で楽

しかった「タイ・バンコク国際大会」の報告がありま

した。
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２４５７回当クラブで会員有志追浜祭りに参加して、

売り上げ金９万円を社会福祉へ寄付をしました。

又、笹村会員より天皇陛下が職場へ視察に見えたとき

の話がありました。

第２４６３回９月にガバナー公式訪問「元気なクラブ

になるために」と題してスピーチがありました。その

間、慶応義塾大学の安田淳先生にお出で頂き「中国の

社会と安全保障」の有意義なスピーチがありました。

第２４６５回日本のカヌー選手。息子さんは元レスリ

ングのオリンピック選手で現在はプロレスラーの本田

多聞であり、サッカーの本田圭祐は兄の孫にあたる本

田大三郎様に人生色々と語って頂きました。

２４６９回現実にアマゾンに移住したアマゾニア森林

保護植林協会会長長坂優様何しろ４７年間アマゾンで

暮らしていた。話は面白くて尽きない。

２４７６回１１月２６日横浜金沢ＲＣとの合同例会、

会場は横浜「相生」馬車道本店で楽しく行われました。

２４７７回ゲスト元関東学院大学教授小林照夫社会学

博士にお出で頂き、本当のゴルフのルーツを学び、あ

るいみでシングルプレイヤーの方より詳しくなったよ

うな気持ちです。

これがおおざっぱな半期報告です。この間のゲストは

全部福嶋副会長の知人でした。

以上です。

横須賀西ロータリークラブ 小池 克彦 会員

2012年辰年を振り返って

壬辰（みずのえたつ・じんしん）

"これから新しい物、事が生まれてくる準備が整った

状態を表しています。"

登り竜

2013年

癸巳（みずのとみ・きし)

蛇は脱皮をすることから「復活と再生」を意味する

2012年 大発会 8560円11銭でスタート 為替76円68

銭

大納会 10395円18銭 為替86円31銭

株価は上昇し円安に

各国首脳交代（基盤をつくる）

3月 4日 ロシア大統領選挙 ウラジーミル・プーチ

ン前大統領が当選

4月13日 金正恩(キム・ジョンウン)氏が北朝鮮トッ

プに正式に就任

5月 6日 フランス大統領選決選投票 社会党 フラン

ソワ・オランド氏が当選

11月 7日 アメリカ大統領選挙 民主党オバマ現大統

領が共和党ロムニー候補者を破り再選

11月15日 中国共産党 習近平国家副主席を総書記に

選出 来年3月には国家主席に

12月19日 韓国大統領選挙 与党セヌリ党のパク・ク

ネ氏が女性初の韓国大統領に

12月26日 "安倍晋三 第96代総理大臣誕生 首相返り

咲きは、吉田茂元総理以来64年ぶり"

昨年は基盤をしっかり固めた年

本年は脱皮を繰り返し成長する年

残りの6カ月西ロータリークラブの成長につなげてい

きたい。

横須賀南西ロータリークラブ 菅原 英明 会員

横須賀南西ＲＣの年男の菅原英明の代理の安田でござ

います。

昨年の１２月２０日に菅原会員から、今晩は～大変申

し訳有りませんが、大事な急用が入り１月の合同例会

にでられなくなりました。ゴメンm(_ _)m。と携帯電

話にメールが入りました。

会長から変わりに話せと依頼がありました。毎年話し

てられない。代読なら受ける。と返事をさせていただ

きました。

菅原会員から『南西クラブに入って、これほど歓迎を

してもらい、こんなに短時間で仲良くさせてもらい。

非常に感謝しています。年をとるとあれこれ考えるの

も面倒くさくなる。後は幹事に任せるので、煮て食べ

るなり、焼いて食べるなり好きにしてください。』と

返事が有りました。

７月の１６日の例会では１０時１５分から１時間、北

久里浜の商店会の清掃をしました。暑かったことしか

覚えていません。清掃終了後、居酒屋で昼食を取り、

冷たいビール懇親を深めました。大変楽しくすごさせ

ていただき特に幹事さんに感謝しています。

９月１３日の例会では三浦クラブとの合同の例会には、

津久井浜から坂本会長の運転するバスで会場のホテル

城ヶ島遊ヶ崎リゾートホテルまで運んでいただきまし

た。海を眺めながら美味しい食事、美味しいお酒、楽

しい例会を過させて頂き、三浦クラブの会員の皆様、

菊池会長、運転をした坂本会長有難うございました。

１０月１５日の例会では職業奉仕活動で千葉のサニー

クリーン工場の見学に行きました。朝早く出発しまし

たが、参加の会員の数が多いのに驚きました。工場見

学の後でスパ三日月竜宮城で食事、生ビールが美味し

かったこと美味しかったこと。

１０月２１日の地区大会後の移動例会では久里浜の磯

ばやしで三浦クラブの菊池会長、笠倉会員、星野会員、

鈴木会員、鈴木会員と懇親を深めました。幹事、お疲

れ様でした。

１１月８日から９日には秋の家族旅行に参加させても

らい楽しい２日間をすごさせて頂きました。親睦委員

長の永井さん有難うございます。

１２月９日にはクリスマス家族例会には南クラブの元

事務局、元米山奨学生を招待して頂きとても楽しい時

間を過ごさせて頂きました。

前半は楽しかったけど忙しい日々でした。後半はすこ

しのんびりします。第一グループの皆さん、欠席でご
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めんなさい。

他の人の代わりに話をするのははじめてです。ご静聴、

ありがとうございました。

三浦ロータリークラブ 高木 巌 会員

皆さん今日は！

三浦ロータリークラブの高木です。

チャッキラコの話をします。チャッキラコは三浦に

古くから伝わる郷土芸能です。お正月に晴れ着を着て、

親の歌にあわせて子供が踊ります。親の歌い手が１０

人、踊りの子供たちは２４人です。親のことを音頭と

りと云います。子供は４才から小学校６年までの女の

子です。楽器は使いません。道具は舞扇とチャッキラ

コの２種類です。チャッキラコとは、竹に五色の紙を

つけ、小さなスズをつけた道具のことを云います。曲

目は「初いせ」「ちゃっきらこ」「日本踊り」「よさ

さ節」「鎌倉節」「お伊勢参り」の６曲ですが、それ

ぞれに１番２番３番と歌詞がかぎりなく続いていきま

す。この曲を総称してチャッキラコと云います。この

踊りを見ていますと、子供の晴れ着を着た姿や、優美

な踊りには心のなごむものがあります。昔は日本全国

のどこの漁村でも見られたようですが、現在ではほと

んどなくなって三浦三崎の２つの町内が一つになって

やっと残っています。踊りの起源は２つの伝説があり

ます。１つは、平安時代に三崎の海南様の祭神であり

ます藤原資盈（すけみつ）の奥方盈渡姫（みつわたひ

め）が庶民の娘に踊りを教えたというものであります。

２つ目は、鎌倉時代三崎に遊びにきた源頼朝が、海辺

にいた女に舞を切望したところ、女は「私は老いたか

ら代って娘に踊らせましょう」といって落ちていた小

竹を拾い、それで拍子をとり、親が歌い子が踊ったと

いうものでございます。三崎の魚市場の近くに歌舞島

という地名があります。歌って舞う島と書きます。私

はこの場所に頼朝が遊びに来たのではないかと思って

います。富士山の見える見晴らしのすばらしいところ

です。現在は埋め立ててしまって、面影だけが辛うじ

て残っています。記録では、２８０年前の郷土の古文

書に「初頼踊一名日ヤリ、１５日女児踊る」と出てき

ます。チャッキラコは昭和４５年（１９７０年４３年

前）に神奈川県の重要無形文化財に指定されました。

６年後の昭和５１年には国の重要無形文化財に指定さ

れています。３年前には、世界無形文化遺産に指定さ

れ、ユネスコに登録されました。この踊りが世界的な

ものであると知らされたので、最初はキツネにつまま

れたような気持ちですが、事の重大さにだんだんと気

づいてきました。地元の人は名前は知っているが、見

たこのがないと云う人がほとんどです。横須賀の人々

もたぶん名前は知っているが、見たことがないと思い

ます。毎年小正月にあたります１月１５日に神社に奉

納されます。今年は１５日は火曜日にあたります。午

前１０時からお昼近くまで神社の境内で踊ります。お

昼からは１０ヶ所位の漁師の家や商店を回って豊漁や

商売繁盛を祈願して踊ります。ユネスコ登録のあった

年には横須賀の小泉進次郎さんが来られてチャッキラ

コを祝ってくれました。今年も来て盛り上げてくれる

と三浦市長が云っています。日本を代表する伝統芸能

ですので皆様に是非三崎においで頂き、ご覧になって

頂けるようこの場をお借りしてお願い致します。

◇ 閉会点鐘 １２時３０分

菊池 恵会長（三浦ＲＣ）

◇ 次週例会予定

＊横須賀ＲＣ １月１８日（金）

卓話 元読売新聞編集委員 田川 五郎 様

＊横須賀北ＲＣ １月２２日（火）

卓話 日本海運事業㈱取締役副社長 加藤美志彦様

＊横須賀西ＲＣ １月１７日（火）

通常例会

＊横須賀南西ＲＣ １月２１日（月）

新年夜間例会 於：あら井 １８時点鐘

＊三浦ＲＣ １月１７日（木）

卓話 秋本 清道 会員（お抹茶体験）
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