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理事会だより
• 退会 2 名（星田会員、細川会員）
• 奉仕プロジェクトスケジュール（清宮普美代委員長）
• 本年度地区役員について
• 次年度会長ノミニー確定（椎野登貴子会員）

幹事報告（辻喜代子幹事）
• 今年度もあと半年となりましたが、皆様引続きよろしくお願い致します。
• 本日の配布物は、週報・ロータリーの友・ニューモラル・月次報告などです。
• 1月28日（土）には「つきぢ田村」で新年会が開かれます。現在
20 名出席予定ですが、まだお席に余裕がありますので、ご出席方
ご検討下さい。
• 昨年末当クラブからみかん1箱を贈ったことに対して育成園から感
謝状が届いていますので、回覧致します。
• 3月7日（火）午後 1時 30 分から港区赤坂区民センターで、2750
地区の「奉仕のつどい」が開かれ地区内各クラブの奉仕活動につ
いて報告がありますので、ご都合の許す会員は是非お出かけ下さい。
入会式（井関和美新入会員）
　野呂会長から井関新入会員に入会証とバッヂが渡され、自己紹介
では「6 年前から会社を立上げ、留学中に知ったアメリカンスイーツの
製造販売や日本進出のアメリカの会社を支
援する仕事などをしていること、趣味は茶道
と立呑み」などとお話しされました。

新年の乾杯
　新年第1回例会として、石川和子地区ガバ
ナー補佐の音頭で、白ワインで乾杯しました。

1 月のバースデイ
　　井関和美新入会員（8日生れ）�
　　福元智子会員（4日生れ）

クリスマス合同例会に関するお話
　東京中央 RC 石井会員（クリスマス例会総合プロデューサー）から
合同例会のプレゼント協力と出席協力について、感謝の辞と来年度は
同クラブ立花会員が総合プロデューサーになるので来年度のクリスマ
スへも協力をお願い致しますとのご挨拶がありました。

パラ駅伝出席のお誘い
　東京中央 RC太田嘉正会員から、3月12日（日）世田谷区駒沢競技
場で「パラ駅伝」が開かれるのでご出席くださいとのお誘いがありました。

車椅子テニス大会出席のお誘い
　東京中央 RC立花会員から、3月11日（土）日吉の慶応大学内のコー
トで車椅子テニスの大会があり、同クラブでは若い新人選手を応援し
ているので資金協力のお願い及び出席応援のお誘いがありました。

米山奨学金授与
　野呂会長から米山留学生朱芸綺さんへ、米山財団から今月の奨学
金（約14万円）が授与されました。

米山留学生選考会報告（岡田敏江地区米山財団委員長）
　昨年12月最終例会の日と重なりましたが、米山留学生の選考会が
あり、75 名の学生と面接し、うち29 名を米山留学生と選定致しました。

ケニア水プロジェクト関係報告（黒岩友美会員）
　現在当クラブを含む11クラブで支援中のケニア水プロジェクトの資
金のための「ケニアナイト」というチャリティパーティーが、3月31日（金）
午後 6時 30 分から開かれますので、皆様ご出席下さい。

・中学 3 年生（15歳）の時、宮城県石巻市大川地区と
いう人口 2000人の田舎の自宅にいるとき東日本大震
災により被災し、家族 3人を亡くす。必ずまた起こる
大地震発生時、誰にも同じ様な悲しみを繰り返して欲
しくないという思いから、防災学を学ぶことを決意。
慶應義塾大学大木聖子研究室で、災害、防災につい
て学んでいる。また、被災した自らの経験を活かし約
5年間、語り部の活動を続けている。
・被災した時は津波情報で40 分位前には「10ｍくらいの津波が石巻にくる」こ
とを知りましたが、父母らと「『海面から10ｍ』ならここは海から7キロもある
からここでは膝くらいじゃないか」と考え避難せず自宅に留まっていたところ、�
3，40 分で地鳴りのような大きな音が聞こえるようになり、鳴りやまず、気づいた
時にはあっという間に自宅の家ごと津波で流され、近くの4階建の小学校も屋
根まで津波に沈んだところでやっと私だけ屋根につかまって助かり、父も別の
場所で生き延び、母・祖母と曾祖母の3人が津波に巻き込まれて亡くなりました。
・防災活動として、大学では主に小・中・高生を対象に、ダンス・漫画・ゲーム
などさまざまな防災の教材を通して、防災教育をしています。地震は怖いもの
だけれど、しっかり備えていれば乗り越えられるものだと知ってもらい、楽し
く防災に取り組んでもらうのが目標です。
・防災の第一歩は、まずテレビ・家具を固定することから始めて下さい。固定
用の突っ張り棒はアマゾンで 500 円で売っています。
・備蓄としては、アルファ米・カンパン・水などですが、お菓子などを少し多く買っ
ておくことでも代用できます。
・家族で事前に避難先を決めておくことも大事です。私は大きな避難所へ入りまし
たが、事前に話合いをしていなかったため、なかなか父と再会できませんでした。
・又、東京の高層マンションなどでは、そのマンション内で避難することを義務
付けており、一般の避難所に受け入れてもらえないことがあるので、一度よく
調べておいて下さい。
・皆さんが生きている間に必ずもう一度大地震があると予測されます。私は皆様
の支援で大学まで行けることになり、防災を研究しているのに、皆様の何人
かが家具の固定がなかったり備蓄がなかったりで被災されたらと考えるととて
もやるせない気持ちになるので、是非皆様は防災対策を万全に取るようにお
願い致します。
・本日配布したレジュメの下にQRコードがあり、子ども向けの教材や防災教育
の四コマ漫画など載せてありますので、是非ご家族で見て下さい。

（質問）
・水などの備蓄はどの程度が望ましいか？
　　←�水 2ℓ×6 本の箱を5つ程度。
・石巻での津波の動きは？
　　←�大川地区では、海からの波と川からの波がぶつかって渦になり、自宅に

いた家族はばらばらの方向へ流され、屋根より高い波だったので皆がど
こへ流されたかまったく分かりませんでした。

・携帯電話の繋がり具合は？
　　←�最初のころはドコモが使えて、SNSやmixiで友達と連絡していました。

Yahoo!も見れました。
・石巻の復興状況は？
　　←�南三陸や気仙沼より人口が多い石巻は復興住宅の建設も早く、ほとんど

が仮設から復興住宅へ移れています。ただ、漁業は被害が多くゴールが
見えない状態が続いています。

・大震災被災地では、10m以上の高い堤防を新設する計画があるが、景観・
漁業への悪影響をどう考えるか？
　　←�高い堤防が計画されている地区は住民が高台へ集団移転したところが多く、

もう誰も住んでいないところを守る高い堤防に価値があるのか、備蓄とか
生活面の復興とかすべてやってから堤防もとなるのならいいと思いますが。

・東北は昔から津波が多い地域ですぐ山に逃げるべきなのに、避難しないで被
害が拡大したが、今後被害を減らす方策は？
　　←�経験をどう伝承していくかが大事だと思っています。私も5年も「語り部」

をしていますが、まだまだ分かってもらえません。ただ、私が話したこと
を他の人が繰り返すことで、対策が 20％増えることが分ったので、これ
を続けるつもりです。今後はお寺が流された沖縄や原爆の語り部と話し
合っていくつもりです。皆様にいい案があれば是非教えて下さい。

� （要約文責　宮下）

防災について

社会防災デザイン研究室（慶応大学） 菅原 彩加 様

出席率 72.09％ （出席者29名＋メーキャップ2名／正会員47名－休会4名）

例会報告  第 647 回   2017 年 1月16日（月）

卓話：「風呂敷からみる　和の心」 
  つつみ純子  様

本日の例会  第 649 回   2017 年 1月30日（月）



クラブ週報編集担当
宮下文夫・小堀彰・落合守征・左明貴子・星田奈々子・吉田しおり

幹事報告（辻喜代子幹事）
・本日は先週の理事会議事録を配布しました。
・育成園の子供たちから、12月8日（木）のクリスマスコンサートに招待さ
れたことについて寄せ書きのお礼状が届いていますので回覧致します。
会長報告（野呂洋子会長）
・梅島みよ名誉会員は９４歳になられますが、今年は体調も良く新年
会にも参加して下さるそうですので、できるだけ多くの会員からの
色紙の寄せ書きで激励したいと思います。今から色紙を廻しますの
で、ご協力お願い致します。
1 月のハッピーバースデイ
　　秋葉良子会長エレクト（15日生まれ）、
　　川口恵会員（24日生まれ）、
　　湯浅保有美会員（14日生まれ）

バナー交換（江蘇萍会員）
　先日NY（U.S.A.）へ出張し、NY国際RCとバナー交換をして参りました。

ポールハリスフェロー賞授与（ロータリー財団）
　秋葉良子会長エレクトにポールハリスフェロー賞の金バッヂが授与さ
れました。

補助金事業報告（秋葉良子会長エレクト）
　次年度（2017年 7月から）の奉仕活動事業について、ロータリー財
団に補助金を申請する件について、2月中旬までに内容をとりまとめて
2月末に申請書提出の予定です。会員の皆様からご提案があれば、2
月15日までにご提出下さい。

ゴルフ同好会のお誘い（東京中央 RC　ゴルフ同好会）
　2017年 3月8日（水）名門鷹之台 CCで 10 組 40 名のコンペを予
定しています。貴クラブからも是非参加ください。

ゴルフ活動報告
【ひよこ会】2017年 3月16日（木）千葉 CC 梅郷コース、8:28 スタート
で3組とってありますので、ひよこなど会員の皆さんは是非ご参加下さい。

【地区ゴルフ大会予選会代表選手報告】今年 3月21日（火）東京中央
RCが幹事クラブとなり立野クラシックCCで予選会が開かれますが、その当
クラブ代表選手 6 名に最近のスコア等を加味して、小池富美子会員、野呂洋
子会長、白水真子会員、福元智子会員、時枝紀子会員、宮下文夫会員が選
抜されました。会員の皆様は 6 名の代表を見かけたら肩を叩いて応援して元
気に力づけてあげましょう。

・私は当クラブに入会して10 年になりますが、入ったこ
ろからアレルギー食品問題に関心があり、仕事ともして
きました。今では国も認めてくれて、自閉症とか虐待と
かについても食べ物の視点から解決を図る仕事が順調
に伸びて、息子が中心になって経営を見てくれています。

・本日は、江戸時代を通じて幕末まで 260 年間続いた四
国土佐藩の初代藩主山内一豊の妻についてお話しいた
します。山内家は古くは藤原秀郷の子孫である首藤山
内氏の末裔で、山口県に土着し、毛利の家臣の系統とされています。

・戦国時代の女性については資料がないため、一豊の妻も出自ははっきりしてい
ませんが、戦乱を避け、美濃へ出た家系との記録が出てきて、一豊の妻は近
江で出生したと主張されるようになりました。一豊夫人の本名は記録上不明
ですが、国定教科書による「千代」が、その後司馬遼太郎作品で広まりました。

・一豊は1545 年生れで、信長・秀吉・家康と同時代の人です。父盛豊の三男と
して生まれ、戦乱の中で父は戦死し、一族は離散し、一豊は諸国を流浪し、
木下藤吉郎（秀吉）の配下に入り、25歳以降姉川の戦い、刀根の戦いなど
で武勲を立て、29歳の時には400 石の侍に出世しています。このころ千代と
結婚したと見られています。

・一豊は、その後の秀吉に従って、播磨・中国地方へと転戦し、賤ヶ岳の戦い
や、秀吉と家康が戦った1584 年の小牧長久手の戦いにも参加し、秀吉に認
められ、1588 年ころには近江長浜城主として2万石の大名となりました。

・1600 年関ヶ原の戦いでは、真っ先に家康に城を提供するなど協力し東軍に属
した功により家康から土佐10万石（のちに石直しで20万石）を与えられました。

・これらの戦いの中で、一豊の妻が嫁入り時に実家から秘かに与えられた持参
金を一豊の出陣の際の東北の名馬購入に提供し、信長から「なかなかの心掛�
け」と誉められた話は「名馬購入話」として有名です。このお話のせいで、高知
城には板垣退助の銅像と並んで馬を引く一豊の妻の銅像が今でも見られます。

・江戸時代中期に新井白石が諸大名の家系図を整理した「藩翰譜」で取り上
げられたことで、山内一豊と妻の話は武家の間に広まり、明治時代に国定教
科書で妻の内助の功が取り上げられ国民に広く知られるようになりました。

・一豊の妻は、夫と共に時代を切り開き、共に支え合い、戦国時代を乗り切る
賢さを備え、時代を捉える嗅覚を有していた賢夫人といえるようです。

・本日のお話は、新人物往来社「山内一豊の妻」小和田哲夫編によりました。
皆様もこれを機会にお読みいただければ大変うれしく存じます。

（野呂会長のコメント）
　　高校時代にボーイフレンドから司馬遼太郎さんの功名が辻という本（山内一
豊と妻が主人公）を読めと渡されたことがありましたが、当時私はハンドボー
ル部のキャプテンをしており「尽くす女」なんてと思い早速付き合いをやめてし
まいましたが、本日のお話のように「支え合う」という解釈ができればその後
も仲良くできたのかもと青春を懐かしく思い出しました。

� （要約文責宮下）

山内一豊の妻

当クラブ　 辻　喜代子 幹事

にこにこ合計 18,000 円／今期累計 550,600 円
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松浦裕子会員
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ｴﾚ ｸﾄ

にこにこ合計 29,000 円／今期累計 532,600 円

木 内俊 二 様 
（東京中央ＲＣ）

太 田嘉正様 
（東京中央ＲＣ）

野呂洋子会長 

辻喜代子幹事
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石井本子会員

大盛敬子会員 

小林真由美 会員 

岡田敏江会員

栗原里央子会員 
 

曽根章乃会員 

椎野登貴子会員

石川和子会員 

かづきれいこ会員

今日より井関和美さんが入会いたしました。私の紹介ですのでよ
ろしくお願いします。
あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。�

昨年末は体調をくずしご迷惑をおかけしました。大分元気になり
ましたので本年もどうぞ宜しくお願い致します。
本年も東京中央新を楽しみましょう。
新年おめでとうございます。野呂年度後半、楽しく過ごしたいと
思います。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。今年も皆さまと共に楽しくロー
タリーに参加できることを嬉しく思っております。どうぞ宜しくお
願い申し上げます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。私はもう
来年の歴を書いていて鬼が・・・です。できるだけ協力させて頂
きたく思っております。
おめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。正月休み
は５年ぶりに温泉に行ってまいりました。
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
井関さん、ようこそ東京中央新へ！今日、入会式楽しみにしてお
りました。ご一緒にロータリー活動を楽しみましょう。
さむいですけれども皆様お元気で頑張って下さい。

おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
今年のスキー場は、雪が多いです。
体調も大分よくなって参りました。あと数ヵ月、がん
ばります。
稀勢の里　19年ぶり日本出身横綱なるか！
出張続きで本日初出席です。皆様本年も又宜しくお
願いします。
12月から1月にかけパリとニースに行って参りました。
いつものホテルでメーキャップして参りました。パリ
もニースもメーキャップ料はあいかわらず無料でした
のでニコニコします。
寒いです！�皆様健康が一番です！先週新潟に行き
ました！�寒かったです！
寒暖のきびしい日がつづきます。皆さま、風邪をひ
きませんようお互に気を付けましょう。
今日福岡は雪でした。元気に参加出来ました事に
感謝して。今年もよろしくお願い致します。

出席率 58.14％ （出席者22名＋メーキャップ3名／正会員47名－休会4名）

例会報告  第 648 回   2017 年 1月23日（月）


