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2 月度 RI テーマ「平和と紛争予防/紛争解決月間」
【 2/23 は RI 創立記念日！ 】

第 3032 回例会/No.29 2017 年 2 月 14 日

◆例会プログラム
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開会点鐘
ロータリーソング斉唱
四つのテスト
会長の時間
IM 花巻実施に向けて/実行委員長 上田 穣君
幹事および委員会報告
出席報告
ニコニコボックス
閉会点鐘

2016-2017 年度
国際ロータリーテーマ
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』

また、当日の運営につきまして、菊の会の皆様にもご
出席いただき、お手伝いをいただきたいと思いますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。
今月は、国際ロータリーの月間テーマ『世界理解月間』
としており、世界平和に不可欠な国際理解と親善を深め、
個人あるいはクラブレベルで世界社会奉仕を中心とし
たプログラムを行うよう要請されております。現在では
『平和と紛争予防/紛争解決月間』となっております。

最初のロータリークラブ例会が行われた記念日であ
る、2 月 23 日は『世界理解と平和の日』として世界中で
お祝いされております。この日には、各クラブにおいて
は『ロータリーによる世界理解、親睦と友情、平和への
献身をあらためて認め、協調すべき月』とロータリー章
◆幹事報告
典に書いてあるそうです。しかしながら世界はアメリカ
・
「宮澤啓祐氏 旭日小綬章受章祝賀会」の御案内
をはじめ、紛争予防・解決はおろか逆の方向へ向かって
[発起人代表 髙橋 豊]
いるような感じもします。
・2016 年 手続き要覧 無料贈呈のご案内
『RC は会員の間の相互扶助と親睦から生まれ、心の
[国際ロータリー日本事務局]
正直さ、友愛、 愛国心、人類愛は超一流の人物を目差
・ロータリー財団地区資金補助金申請書
[国際ロータリー第 2520 地区ガバナーエレクト事務所] して会員相互が切磋琢磨して努力し続けて来ました。ロ
ータリーの 職業奉仕も一日にして出来たものではなく、
◆第 3031 (2/7)例会の概要
会員の暗中模索の経験と反省の中から生まれたもの。
）例会の概要 ■四つのテスト 伊藤 隆規 君
会員が、ロータリーとは何かを、ひたすら見つめつづけ、
「自己の良心に忠実」であることを努力し続けた点を見
言行はこれに照らしてから
逃してはならない』とありました。
一．真実かどうか
国際ロータリーの創立記念日に対する行事は、毎年 2
一．みんなに公平か
月 23 日を含む週間の例会日に実施するよう要請されて
一．好意と友情を深めるか
いるようです。クラブとして、ロータリアン個々として、
一．みんなのためになるかどうか
この日一段と先人の偉業を偲び、初心をたずね、反省と
■会長の時間「27 回/46 回」 吉田 和洋 君
自覚と決意を新たにすることが目的になります。ロータ
みなさまこんにちは！
リー創立は、1905 年 2 月 23 日です。
2 月になりました。インフルエン
さて、そのような折、本日は安藤武彦くんにスピーチ
ザも流行ってきましたお気を付け下
さい。さて、2 月後半は、平塚 RC60 をお願いしております。長年ロータリー活動にご尽力さ
周年、インターシティミーティング れ、ロータリー経験の豊富な、安藤くんのお話をお聞き
し、ロータリー奉仕活動への思いを新たにする、きっか
花巻と後半戦大忙しです。
けになればと思います。
平塚 RC60 周年へは、現在、私、
今月も頑張って努めて参りますので、宜しくお願い致
鹿討幹事、上田友好クラブ委員長、
します。2
月最初の、会長の時間を終わります。
三田副会長、稲田国際奉仕大委員長、
佐々木直前会長、
阿部副幹事、
橋川会報委員長の 8 名で、
◆クラブフォーラム 「RI 記念日に因み」
出席予定です。2 月 23 日(木)・24 日(金)の 2 日間行程と
なります。我々の 60 周年の際には、9 名においでいただ
安藤 武彦君
いております。8 名でお伺いしてお祝いし、更に友好を
本日は、吉田会長に何とかやれと言
深めて参りたいと思います。
われましたので(笑)、お話しします。
お手元に国際ロータリーの創始とい
平塚 RC さんとの交流の歴史につきましては、我々の
う資料を配布していますが、
これは RC
周年の軌跡も含め、今年度より活動計画書へ一覧を記載
日本 60 年史のコピーです。また、前回
させていただいておりますので、ぜひご参照ください。
のロータリーの友にも色々載っていま
また、2 月 26 日（日）のインターシティミーティング
花巻に向けて準備をしております。会員の皆様におかれ
ましては既にご案内をさせてい戴いておりますが、全員
登録でのご協力をお願い申し上げます。

す。ロータリーの友は読まれざるベス
トセラーという声があるようで、発行
部数は多いけれども読まれない…(笑)
今日は国際ロータリーの話という事
ですが、皆さんはちゃんとロータリー
の

の友を読んでられるでしょうし、お配りした資料を読んで
頂ければと思いますので、別の無駄話をさせて頂きたいと
思います。
最近、
「そうぞく」と言っても、争う「争族」が多くて、
私たちの身の周りでもなかなか判子を貰えないという方
が来ております。
敗戦によって、アメリカが日本の家督相続が個人から個
人にされるのはおかしいんじゃないかという事で、憲法も
平等を謳う形になり、民法も昭和 22 年 5 月 3 日の憲法記
念日に施行の予定でしたけども、家督相続から共同相続に
代わって、法律つくる部分が間に合わなくって、現行の民
法が施行されたのは翌年の 23 年の 1 月 1 日でした。
旧民法、明治民法と言いますけど、家督相続、長男が独
占相続となっています。これは侍の制度を法制化したとな
っていますが、武士と庶民の相続は区別され、侍は家名相
続と俸禄相続、早い話、殿様から貰ってる石高を総受けす
る形です。長男はそうとして、二番目以降は何もなくて家
来同様で部屋住みで終わり。御曹司と言うのは二番目以降
が曹司という処に住まわされてることからそう呼ばれ、い
わゆる部屋住という意。庶民は家名相続はなくて襲名とか
雅号の相続、農家は田畑を相続と言うか継ぐしかない。農
家は生産性が低いので上から独立して行って、親が弱った
頃、残った末っ子が田畑を継ぐ形でした。
大名などは跡継ぎが多少馬鹿でも家来がしっかり取り仕
切るので問題ないんですが、商家はバカ息子が家を継ぐと
潰れるので隠居させて商売には関与させない。跡継ぎは優
秀な番頭を婿に取る。婿さんは遠慮して派手に遊べないの
で財産が減らず、婿三代続くと蔵が建つとされます。
戸主は全部相続できてうらやましいなぁと思うかも知れ
ませんが、面倒を見る家族も多くて大変で、資産があれば
一部分けて分家させた方が楽だったといいます。

※その他庶子と嫡子の平等化、子供がいない場合の公正証書
遺言とそれを悪用した後家稼業、江戸の三行半、縁切り寺
などのお話がありましたが、誌面の都合で割愛、ご容赦を。

慶祝
◇会員誕生：飯塚 正晴君(12 日)、橋川 秀治君(2 日)

◆出席報告

/////

33 人中 16 人の出席

出 席 率
前回修正

メーキャップ
2/2（木）花巻南ＲＣ例会

55.1％
65.5％
三田 望 君

◆ニコニコボックス
◇吉田 和洋 君『安藤さん本日はお話しありがとうござい
ました！ 2 月はイベント盛り沢山です。よろしくお願い
致します。
』
◇鹿討 康弘 君『本日の安藤さんのお話、大変勉強になり
ました。ありがとうございました。2 月の FM いわて木
曜日 10:45 からの「西條ユキコの TA タイム」に「心理
カウンセラー」としてゲスト出演しております。残り 3
回の放送です。是非、お聴き下さいませ。
』
◇上田 穣 君『早いもので、入会 21 年目となったようで
す。ロータリー歴 44 年の安藤さんの足元には及びませ
んが、あと 23 年経つと入会 44 年になる訳ですから、そ
れを目指して元気で頑張ろうと思います。
』
◇立花 徳久 君『皆様にお願いです。新入会員の情報を下
さい。会員減少に歯止めをする為にも是非お願いします。
ニコニコボックスもよろしくお願いします。
』
◇佐々木 史昭 君『本日所用があり、理事会のみの出席で
例会は欠席させて頂きます。2 月 26 日には仙台で青少年
交換第 3 回オリエンテーションがあり、IM と重複してし
まい、大変申し訳ありませんが、IM 欠席となってしまい
ます。大盛会をお祈り申し上げます。』
◇阿部 一郎 君『昨日、当社従業員が東北道前沢インター
から 4km の場所で自損事故を起こしました。冬の高速
は何があるか予想がつきません。皆様も安全運転でお願
い致します。
』
◇飯塚 正晴 君『誕生日お祝いありがとうございます。今
月末に人事異動内示がありますが、来年もこの場にいら
れればなぁと思っております。ところで先日、日本生命
では 4 月より貯蓄型商品の保険料の値上げを発表致しま
した。もし、弊社職員よりご案内がありましたら、ご検
討の程、何卒よろしくお願い致します。
』
◇橋川 秀治 君『本日は私と妻の誕生祝い、そして 2 年バ
ッチありがとうございました。同い年の家内と最後の 40
代を大いに満喫したいと思います。
』

◆第 3031 例会メニュー

◇夫人誕生: 橋川 史子さん(6 日)

『ビーフカレー』
◆今後のプログラム
◇周年記念: 上田 穣君(21 年)、橋川 秀治君(2 年)

2/21(火) 菊の会合同夜例会 in ホテル花城
ゲストスピーチ 林風舎 社長 宮澤 和樹 様
◆今後のプログラム案
2/23(木)
17:00 平塚 RC 創立 60 周年 友好ｸﾗﾌﾞ委員会
2/26(日) ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ花巻 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｼｪｰﾙ花巻
2/28(火) 平塚 RC60 周年報告 友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上田 譲君
3/ 7(火) ｸﾗﾌﾞ協議会「次年度役員選出」
・慶祝

クラブ会報委員会
委員長：橋川秀治（今回担当）、副委員長：佐藤誠吾
委員：多田浩二、前田 毅 AD：鹿討康弘

