
 

本日の例会（第１５１９回）  １０／３１（水） 

《米山月間卓話》 

◆スピーカー  米山記念奨学委員会 委員長 横田 徳久君 

◆題    名 米山月間に因んで 

次回の例会（第１５２０回）    １１／７（水） 

◆地区委員報告を行います。 

第１５１８回例会記録 １０／２３（火）雨のち曇 

◆司    会 寺西  正君（名古屋錦RC） 

◆斉    唱 RS・奉仕の理想 

◆来訪者受付  蒲郡 RC 本多 宏亘君 他 24名 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1516回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  8 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  8 名

出 席 率  74.36％  出席率訂正  100％

－ 名古屋錦RC・名古屋名北RC 

合同夜間例会及び懇親会 － 

ホスト：名古屋錦ＲＣ 会場：名古屋ガーデンパレス 

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

みなさん今晩は。今日は、名古屋

錦ロータリーの皆さんとの合同例会

ということで、ホスト役をしていた

だきました名古屋錦ロータリーの佐

藤 隆会長はじめ皆様に、厚く御礼申し上げます。 

 さて、錦ロータリーの佐藤会長は、「万葉集」の研究者で、

会長あいさつには事欠かないと聞いておりますが、私は、特に

研究分野もありませんので、「万葉」ならぬ「一葉」の話をさ

せていただきます。 

 樋口一葉と言えば、「たけくらべ」「十三夜」「にごりえ」

「大つごもり」等が有名ですが、なかでも「たけくらべ」は、

すばらしいと思います。 

 この小説は、明治20年代の東京は台東区龍泉寺町（吉原遊 

 

郭）界隈における 13～16 歳の子ども達の派閥争いの中で、

龍華寺の長男である「藤本信如」と、妓楼「大黒屋」の「美登

利」を中心とする子ども達の思春期をみごとにとらえた短編小

説です。「信如」は、「横町組」の中で一目置かれる存在であ

り、これに対立する「表町組」のマドンナ的存在が「美登利」

です。8月20日の千束神社の夏祭りの晩に両派閥でもめ事が

おき、信如と美登利は対立する形となりますが、ある晩秋の雨

の朝、信如が番傘をさして大黒屋の前を通る際に、運悪く突風

が吹いて、信如の傘が飛ばされそうになり、飛ばされまいと足

を踏ん張ったとき下駄の緒が切れて大黒屋の軒先から動けな

くなってしまいます。これを家の中で見ていた美登利が、見る

に見かねて、玄関の格子の間から信如に「紅入り友仙ちりめん

の切れ端」を渡そうとします。信如は、お礼を言うともなく、

これを使って下駄の緒をすげかえることもなく、偶々通りかか

った長吉（横町組）が自分の下駄を使ってくれと置いていった

のでこれをはいて立ち去るという名場面があります。この時の

2人の心理が実にうまく表現されています。 

 その後11月末になって、信如はお寺の子ということで遠方

の仏教学校へ入学することとなります。そして、美登利もいよ

いよ遊郭へ登る日が近づいたある朝、大黒屋の軒先に信如がお

礼として置いていったと思われる「水仙の作り花」が置かれて

いたというお話です。2人のさわやかな初恋を描いた名作です。 

 「樋口一葉」は、明治 5 年（1872 年）3 月 5 日に東京で

生まれ、本名は「奈津」。明治19年（1886年）14歳で「萩

の舎塾」に入門、明治21年（1888年）に長兄が病死、翌２

２年には父も事業に失敗して死亡して１７歳で戸主となり一

家を背負うことになりますが、作家の半井桃水との師弟関係が

醜聞化するなどした後、明治25年（1892年）に発表した「う

もれ木」が雑誌「文学会」の同人の目にとまり、その後、明治

27～28 年（1894～95 年）に発表した一連の作品で有名に

なりますが、翌29年（1896年）11月 23日に病没。享年

24 歳という若さでした。しかし、「一葉」の作品は今も読み

継がれています。ありがとうございました。 
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合同例会は交流の場 

名古屋錦ロータリークラブ 

会  長  佐藤   隆 様 

本日は名古屋名北RC様との合同例会で、ホストを私ども名

古屋錦RCが務めます。精一杯頑張りますので、是非ご協力を

いただき、有意義な時間を共有したいと存じます。宜しくお願

いいたします。 

今期のR.I.第 2760地区の千田 毅ガバナーは、ガバナー方

針の一つとして「地区内交流の活性化 他のRCの例会に出席

しよう！」を挙げられました。その方針を受けまして、東名古

屋地区所属の私たちは、南尾張地区の大府 RC に、10 月 18

日(木)、私と石井幹事、高田直前会長、中山君の4名で訪問し

てまいりました。大府RCは、会場造りから食事の配膳、また

呈茶までを会員自身で行われておられ、手作りでとても家族的

な雰囲気にたいへん驚きました。居心地の良い例会の一時を過

ごさせていただきました。 

さて、本日は、東名古屋地区内における名北RC様との交流

となります。親と子の関係の名北RC様との交流や活性化は、

千田 毅ガバナーの提唱される地区内交流を進める上での、重

要な基盤であると考えています。より良い交流や活性化を図り

たいと存じますので、高い席からですが、名古屋名北RCの皆

さま、また、名古屋錦RCの皆さまに、ご協力を重ねてお願い

申し上げます。 

幹  事  報  告  

1.本日は名古屋錦RC様との合同夜間例会及び懇親会です。ホ

ストクラブの名古屋錦 RC 様には大変お世話になりますが、

どうぞよろしくお願い致します。 

2.来る10月27日(土)・28日(日)は地区大会が開催されます。

ご参加の方には、「交通手段について」のご案内を同封致し

ましたので、よろしくお願い致します。 

尚、当クラブの受付は、 

☆第1日目【10月 27日(土)  13：00開会】 

12：00～12：45まで、ウェスティンナゴヤキャッスル 

二階 エスカレーター付近にて古川幹事がお待ちしております。

（12：00～12：45まで「友愛の広場」にて 

軽食が用意されています。） 

☆第2日目【10月 28日(日)  12：30開会】 

11：30～12：15まで、ウェスティンナゴヤキャッスル 

二階 エスカレーター付近にて古川幹事がお待ちしております。

（11：30～12：15まで「友愛の広場」にて 

軽食が用意されています。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

長谷川正孝君（名古屋錦RC） 

名北の方々とお会い出来て。 

【名古屋錦ロータリーの皆様、本日はありがとうございます。】 

小關  敏光君 横井    登君 北村紀子さん 半泊  與則君 

岩田  満治君 横井  尚啓君 西脇  良一君 山田  浩二君 

梅田    渉君 西脇  多吉君 道家  泰之君 古川  康司君 

遠藤  友彦君 石黒    勉君 尾關實津成君 加藤あつこさん 

加島    光君

柴山  利彌君

松岡  三明君

川村  智康君

星川  直志君 

杉浦  定文君 

阿部  美男君 

 

渡邉  泰彬君 

伊藤  晋一君 

宇都木  寧君 

 

入江由希子さん 

加藤  昌之君 

赤崎  守弘君 

 

 


