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会長報告
望月会長
●理事会報告
指名委員会が行われます。
12月１日総会があります
ので、出席お願いします。
クリスマス家族例会は、行う方向で検討中（12月８日）。
●行事について
10月22日、朝からの雨も止み青空の下、
「バラ園
パワーアッププロジェクト」の寄贈式をバラ園香りの
ゾーンでおこないました。狩野市公園管理事務所長に
目録をお渡しし、
市から感謝状をいただきました。ちょ
うどバラの花も満開で、香りも楽しめました。小中会
員には車椅子の方をお連れいただきまして、園路を散
策していただきました。足元の悪い方、目の不自由な
方もバラを楽しんで頂けるゾーンになることと思いま
す。菊川年度からの『バラ園パワーアッププロジェク
ト』を終えることができました。２年間にわたり江原
理事、中村会員初め会員の皆様には、ご協力いただき
まして本当にありがとうございました。なお、群テレ、
上毛新聞、FM群馬で報道されました。
10月24日は、
「世界ポリオデー」です。特別オン
ラインプログラムがface bookに複数言語で配信さ
れました。ポリオについては、11月17日にポリオプ
ラス委員長の水石清治様に卓話をお願いしてあります。
会長の時間
望月会長
10月27日は「読書の日」です。11月９日まで続く
読書週間の初日です。
私は、本を読むのは大好きです。寝る前に読むもの
ですから、怖いものは苦手です。群ようこの思わずク
スッとしたり、ウンウンなるほどとうなずけるエッセ

会

長…望月

和子

幹

事…石塚

春彦

クラブ会報委員長…片山

康浩

編

集

者…宮下

学

イが好きです。小説では、原田マハが好きです。最近
読んだ本では、高島哲夫の「首都感染」と門田隆将の
「疫病2020」が、印象に残りました。「首都感染」は、
2010年に書かれていますが、現在のコロナ感染を正
に想像させる内容でビックリしました。中国でサッ
カー・ワールドカップが開催されていたその時に、ス
タジアムから遠く離れた雲南省で強毒性のインフルエ
ンザが発生し封じ込めに失敗し、日本にもウイルスが
侵入してしまうという内容です。
「疫病」は、現在の
コロナ対応が書かれていました。医療を扱った小説も
好きで、現在上毛新聞に連載中の真山仁の「レインメー
カー」も毎朝楽しみにしています。
読書の日ということで、村上龍の「日本の伝統行事」
を、紹介したいと思います。ほのぼのとした絵と写真
を観ているだけでも、楽しい本です。
綾瀬はるかさんがシャボン玉を見つめ、
「大切に思う
こと、
愛すること」をマネキュアに『Respect&Love』
と描かれているハードカバーの本です。文章が、村上
龍、絵がはまのゆか、英訳がラルフ・マッカーシーです。
村上龍は序文で、
「この絵本は、日本の伝統的な行
事を紹介するものだ。日本の伝統行事は、酒や食事や
部屋の飾り付けを通して、また歌や踊りや祈りなど伝
統的な行為を共有することで、共同体の一員であると
いう自覚と、他の人々との一体感を、結果的に得るよ
うデザインされている。しかも祝祭的な催しを通じて、
日本固有の価値の方向性が、自然に刷り込まれる。」
と述べています。お正月から始まり、２月節分、３月
ひな祭り、４月花見、５月端午の節句、５月・６月
八十八夜、田植え、７月七夕、夏花火大会、８月お盆
９月祭り、10月月見、11月七五三、12月年越し・大
晦日となっています。
お正月は、
「清らかな年のはじまり」として、初日
の出と初詣・年賀状・門松・鏡餅・凧揚げ・かるた・
百人一首・おせち料理・お屠蘇・七草粥・初夢・書き
初め等が描かれています。初詣は、神社での作法も細
かく書かれています。1952年佐世保に生まれた村上
にとって、年末の隣村から来るお百姓さん４〜５人の
チームによるお餅つき、そしてお正月は、子供の頃の
楽しい思い出だったことと思います。一番ページ数が
割かれていました。
おひな祭りでは、離れて生まれた妹さんのおひなさ

までは、日本も村上家もまだ裕福ではなく、画家のお
父様が卵の殻に、男女の内裏びなの絵を描き、お母様
が赤い布で座布団を縫って、妹さんの成長を祝ったと
いい、妹さんも３段飾のおひなさまを買ってもらった
後も、両親お手製のおひなさまを、お部屋に飾り大切
にしていたというエピソードには、心が温まりました。
七夕では、世界一ロマンティックなお祭りとして、
短冊に願いことを書いて笹に吊るすというイベントが、
長い歴史の中で淘汰されずに現代に残っていることだ
と書いています。
お祭りの項では、日本の代表的なお祭りとして、秋
田竿灯まつり、青森ねぶた祭、三社祭、祇園祭、博多
祇園山笠、長崎くんち、岸和田だんじり祭が取り上げ
られています。
それぞれの歴史・謂れ等にも触れられ、知らない事
がたくさんありました。英語が併記されていますので、
英語の勉強にもなります。それぞれの行事に付随して、
水引・着物・家紋・日本の温泉・日本人の信仰や、酒・
生 花 に も 触 れ ら れています。まさに日本の文 化 が
ギュッと詰まっています。最後に村上は、
「この絵本は、
わたしたちが美しい伝等的な行事を持っていることを
確認するためにつくられた。伝統的な行事は、日本人
が持っている無形の財産だ。
『世間』の喪失、グロー
バリズムによる国家の枠の弱体化と地域社会の疲弊、
共同体意識の喪失といった精神的な危機に際して、す
でに持っている財は滞留させず、運用したり、活用し
たりしたほうが合理的ではないだろうか」と結んでい
ます。英語が併記されていますので、外人に日本文化
を理解してもらう時にも、大いに役立つと思います。
なお坂本龍一監修の日本の唱歌がCDでそれぞれの月
ごとにあり、英語バージョンもついています。
コロナ禍の閉塞感のある日々です。行事を大切にし
て心豊かに過ごしたいものと思い、この本を紹介させ
ていただきました。
幹事報告
石塚幹事
１． 先週10/24世界ポリオデーで
した。来月17日には、ポリオに
ついての地区出前卓話予定を予
定 し て い ま す。卓話に併せて、
寄付依頼をさせていただきます。
よろしくお願いします。
２． 来月は、ロータリー財団月間となります。次回
10日の群馬銀行例会場のBOXに案内を入れさせて
頂きますので内容を確認の上対応願います。
 なお、10日は、ロータリー財団広瀬委員長の卓
話です。
併せてよろしくお願いします。
３．本日、例会終了後に第１回指名委員会を２Fエター
ナルで開催します。
該当者の人は、よろしくお願いします。
４．地区ゴルフ大会の反省会の案内が来ております。
該当者の方は参加対応お願いします。
５．地区米山記念奨学委員長より、セミナーの動画掲
載の案内が来ています。
 よねやま親善大使の講演やスピーチ、体験談など
掲載されています。
 今年度は、参加人数が制限されていたため、多く

の人に見ていただきたいとのことです。
三輪副幹事
前橋南RC・前橋東RC・前橋西RC・碓氷安中RC・
桐生西RC
出席報告
副幹事報告
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本日出席率：84.35％
ニコニコBOX報告
■鴻田 敦…群馬大学金澤教授、二神助教授の来訪を
歓迎して。
■望月会長・石塚幹事・三輪副幹事…ロイヤルチェス
ター前橋様、本日より最終例会でお世話になり
ます。よろしくお願いいたします。
■小林要一…当社は11月１日に創業140周年を迎え
ます。永年に亘り皆様方のご愛顧の賜物と感謝
申し上げます。
■江原友樹…敷島公園ばら園の「香りのガーデン」が
完成し、先週前橋市へ寄贈いたしました。昨年
のバラの植え込み作業、今年の歩道の整備工事
と皆様にも汗を沢山かいていただき、完成いた
しました。また、メンバーでもあるマスコミ各
社の皆様にも取材をしていただき、香りのガー
デンのお披露目、そして前橋ロータリークラブ
の奉仕活動のPRができました。ありがとうご
ざいます。合わせて、結婚祝いのお花をありが
とうございました。妻から、「お礼をおつたえ
ください」、とラインのメッセージが届きました。
■横田幸雄…結婚記念日に素敵なお花をいただきあり
がとうございました。本日10/27が結婚記念日
当日だということを思い出し感謝です。
■髙橋秀実…本日より、最終例会の会場として弊社会
場を利用いただきありがとうございます。これ
からよろしくお願い致します。
■佐藤美恵…結婚記念日に、すてきなお花をありがと
うございました。
新会員卓話
大畑孝弘会員
片山康浩会員
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香りのガーデン寄贈式

2020.10.22

10月ゴルフ例会（地区大会記念ゴルフ）
サンコー 72ＣＣ
順位 プレイヤー名
優勝 野 田
強
準優勝 角 田 尚 夫
３位 藤 野 隆 司

OUT
45
47
48

令和２年10月18日（日）
IN GROSS HDCP NET
43
88 13.2 74.8
45
92 16.8 75.2
48
96 20.4 75.6

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

