
今月のソングリーダー 吉田　武輝会員

会 長 報 告
１. 理事会からの報告

１. ハイライトよねやま229号メールにて送付。
２. ３月20日卓話者　神林浩子氏より御礼状が届
いております。（掲示）

３. 錦華学院より機関紙「だんご虫」届いており
ます。（掲示）

幹 事 報 告
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前々回第1523例会報告　2019年４月24日

本日のプログラム
例　　会� 12：30～13：45
卓　　話：「オンリーワンの宿づくり」
卓 話 者：㈱万座温泉　日進館
� 大女将　黒岩　麻利子氏
� （紹介者）佐藤　久雄会員

次回（６月12日）のプログラム
理 事 会� 11：15～12：00
例　　会� 12：30～13：30
クラブフォーラム：「未来を考える委員会」
説 明 者：� 有我　信行次年度会長

ロータリー財団グローバル奨学生
瀬戸口和子様

■ゲスト
2019 -20ガバナー補佐� 猪飼　昭彦様
　　　　　　　分区幹事� 澤部　利藏様
毛菅浄化システム株式会社　代表取締役
� 木村　弘子氏
ロータリー財団グローバル奨学生
� 瀬戸口和子様
櫛田会員令夫人� 櫛田由紀子様

第1524回例会 2019年５月21日（5クラブ合同例会）
第1525回例会 2019年５月29日� 合併号

5月のお祝い

【会員の誕生日】
森川　義基会員� 4日
今田　拓男会員� 5日
竹内　哲夫会員� 5日
澤田　博司会員� 20日
須澤由希子会員� 21日
稲川　　一会員� 28日
【夫人の誕生日】
月井　三代子夫人� 24日
【結婚記念日】
村中　秀朗・静枝ご夫妻� � 3日
大野　克美・まり子ご夫妻� 15日
月井　雅夫・三代子ご夫妻� 24日

31年間皆出席� 今田　拓男会員
20年間皆出席� 廣内　世英会員

年間
100％
出席表彰

２. 東京田無RCより、50周年記念式典のご案内。
参加希望の方は事務局まで。（掲示）

2019-20ガバナー補佐 猪飼昭彦様

2019-20分区幹事
澤部歳藏様



第1522回例会（前号の続き） 卓　話
夫婦餅（めおともち）の由来

講談師　宝井　琴柑師

　落語とよく比較される講談ですが、似て非なるも
の。落語が非常にミクロな視点で語るのに対して、
講談は第三者視点で語る話芸。語り口が講談一番の
特徴で、落語だと演者が人物になりきって進む一方
で、講談は第三者が俯瞰した視点で語る事が多いで
す。落語は熊さん八っつあん与太郎が登場するが、
一方講談は戦国武将など天下を取った人の話や、お
家騒動や国、合戦などの大局的な話が中心となって
います。
　また、そういう客観的な視点での語りが、落語よ
り女性が演じ易い理由の一つであると言われてお
り、現役講談師80人の内、半分が女性です。
　講談の最盛期は江戸時代から明治・大正くらいだ
と聞いています。一門だけで60数人の講談師が居
たという記述もある。でも、戦後から数えれば今が
一番人数が多いです。講談師の一龍斎貞鳳が著書「講
談師ただいま24人」を著したのが昭和43年。講談

師は現在も微増しており、その内訳では講談教室出
身の人が多い。
★講談とは
　500年の歴史をもつ、日本の大衆話芸。張り扇
で釈台を叩き、パパンという音を響かせて調子良く
語ります。
　講談をする人のことを、講談師、または講釈師と
言います。
★嘘を、面白おかしく�
　 ｢講釈師　見てきたような　嘘をつき｣
　 ｢講釈師　扇で嘘を　叩き出し｣
歴史に残る物語や有名人を語りますが、もとの話を
アレンジして、面白くしています。
嘘とわからず本当の出来事のようにきこえるのも、
話芸の妙。
★話の幅は広い
　平安時代、戦国時代、江戸時代、明治時代などの
日本の出来事から、外国の歴史、最近のニュースや
小説まで、なんでも講談になります。講談の演目の
総数は、約5000。
　昔から語られてきた演目は「古典」、最近作られ
た演目は「新作」と、分類されます。
　講談師が自分で台本を書くことも多く、脚本家と
語り手を兼ねます。
★伝統
　師匠に入門すると前座修行をし、二つ目、真打と
昇進します。現在、宝井、一龍斎、神田、田辺、桃

もも
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という流派があります。講談師は全国に約

80人います。

　私は、昭和43年に日本女子大学の児童学科を卒

業しています。卒業後私立の学園に、３年間幼稚園
の教師として勤務いたしました。
　その時に小学校の教師をしていた主人と知り合
い、結婚して３人の子供を　育てました。ここまで
は、全く普通の主婦としての生活を送っていました。
　ところが父の仕事が忙しくなったために、秘書と
して同行するようになり、昭和55年に毛管浄化シ
ステム株式会社というコンサルタントを設立して、
　現在も代表を務めるようになっています。
　父は、土壌浄化法という技術を開発して、地域の
困った問題を解決するために、全国に普及する活動
を行っていました。
　土壌浄化法は汚水槽を土壌で被覆するために、特
別な浄化槽として大臣の　認定を受ける事が必要

第1523回例会 卓　話
幼稚園の教諭から建設コンサルタントの代表へ

木村　弘子氏



東京池袋ロータリークラブ�
創立60周年記念例会

で、この技術は「ニイミシステム」と呼ばれています。
　土壌浄化法は、土壌の持つ自然の力を利用した技
術で、簡単に二次公害が　防止できると高く評価さ
れています。
　私は、この技術を利用して日本各地の市町村の小
規模な下水処理場を設計しています。工事は、ニイ
ミシステム代理店が行っています。
　日本女子大学の児童学科を卒業して、建設コンサ
ルタントの代表をしている事がユニークと言われ、
30年前の「アサヒグラフ特集号（昭和天皇崩御特
集号）」に「下水道の母」というタイトルで掲載し
ていただきました。この記事で「下水道はどこでも
必要です」が伝えられるようになりました。
　日本国内では、国土交通省の下水処理場や農林水
産省の集落排水処理場に　補助事業として採択され
て、現在70を超える施設が利用されています。
　学校や住宅の合併浄化槽として、全国で300箇
所を超える施設があります。
　日本の実績を元に、海外ではＪＩＣＡの中小企業
を対象にした「普及・実証事業」が採択されて、ブー
タンで土壌浄化法のモデル施設を建設しています。
　会社は、今期で40期を迎えています。土壌浄化
法の普及も後継者が必要になりますが、長女が社長
秘書、次女が経理、長男は技術士の資格を取って、
それぞれの立場で、この技術を継続する事に取り組

　去る４月19日金曜日、さくらも散って少し暖かくなった夜。上野水月ホテル鴎外荘にて、恒例の日本酒
の会がありました。ワインの会つながりで、荒川RCの竹内さんからお誘いをうけて数えること４回目く
らいでしょうか。参加してきましたが八戸酒造の青森県米＜加空＞、兵庫愛山＜AKABU>、会津五百万石
＜風が吹く＞。せんきん株の栃木県産さくら山田錦＜仙高＞、長野県大澤酒造株の＜明鏡止水＞、奈良県桜
井市今西酒造＜今西＞、山田錦＜FIVE>、大分県三和酒類株＜和香牡丹＞、山田錦＜はなびえ＞。等々た
くさんの日本酒が用意されていました。メンバーは荒川、上野、東京豊島、またロータリーアクト卒業生、
またロータリ予備会員と総勢21名でした。和やかに舌づつみをうちお喋りをし、ギターの演奏まであり楽
しく２時間が過ぎました。年に４回くらいのペースでの会とのこと
でした。大変ご馳走様でした、幹事の高橋哲さん有難うございました。

■日本酒の会　東京荒川ロータリークラブ主催
東京荒川ロータリーの日本酒の会に参加して

幹事　佐藤美枝子

んでいます。
　主人は、沖縄県にある読谷の処理場の維持管理を
行うために営業所長として単身赴任をしています。
家族全員がこの仕事に取り組んでいる事は、大変嬉
しい事と思っています。
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■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率 2月21日分

修正出席率

30名 26名 21名 9名 80.77％ 81.48％

 Smiling BOX 

〈今　回〉 〈累　計〉 〈予算達成率〉

54,574円 817,904円 68.16％

ニ コ ニ コ  B O X
次年度北分区ガバナー補佐　猪飼会員・澤部会員　
次年度北分区ガバナー補佐の猪飼昭彦と幹事の
澤部利藏でございます。本日はご挨拶に参りま
した。どうぞよろしくお願い致します。

櫛田会員／次年度有我会長年度の準備が整いつつあ
り、誠に喜ばしい事と存じます。

　　次年度北分区ガバナー補佐猪飼様、分区幹事澤
部様、ご指導を宜しくお願い致します。

　　ロータリー財団補助金奨学生瀬戸口様、ようこ
そいらっしゃいました。日本のロータリーを留
学先のロータリークラブで紹介して下さい。

新倉会員／ニコニコします。
有我会員／次年度スタートが近づいてまいりまし
た。会員の皆様は各委員会へ原則2委員会にご
参加願います。楽しいクラブライフを実現しま
しょう！

佐藤（美）会員／昨年の富士の宮ロータリーとの合
同例会で一泊。楽しく過ごした時の残金です。

前川会員／私がガバナー議長だった年度のRI 会議
ビチャイ。ラタクルさんが来日をされ、私がア
テンドして旧交を温めてきました。

6月の  例 会
　　スケジュール

6月12日［1526］
理事会　11：15～ 12：00
例　会　12：15～ 13：30�
卓　話　「未来を考える委員会」
卓話者　　有我信行会員
�
6月19日
和敬塾訪問　12：00～ 14：00
�
6月26日［1527］　夜間例会（家族会）
チェンジオーバーナイト　
受　付　　　　17：00～
例会と懇親会　17：30～ 20：15

前回第1524例会　2019年5月21日　11：30～14：10
5クラブ合同例会

5クラブ会長点鐘

次年度有我会長

卓話者　太下　義之様

ガバナー補佐　稲川会員


