
 

第 2112 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．2．14．[水]  第 2340回例会報告 
 
◎司 会              西山俊雄ＳＡＡ委員 
◎ロータリーソング         『我らの生業』 
◎ソングリーダー        横尾博之合唱委員 
◎出席報告            高森政雄出席委員 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

35(6)名 29(5)名 85.3% 94.0%  79.0% 

（  ）内は出席免除会員数 
公式出席 
2/9  マラソン大会実行委員会    根本雄一会員 
2/10 マラ ソン大 会 出 席 

青柳民朗会員 天野憲二会員 大井和子会員 
大越雅也会員 北見丈治会員 佐々部宣宏会員 
瀧  文博会員 高栁良作会員 根本雄一会員 
宮下  賢会員 

１月メークアップ１００％以上      櫻井富雄会員 
 

◎親睦委員会(今週のお祝)  瀧文博親睦委員 
＊配偶者誕生日祝       八 木 紀 子 様（１９日) 

山野井佐智子様(２６日) 
＊会 員 記 念 日 祝      高栁良作会員(２０日) 
＊会員入会記念日祝       山野井正郎会員(２３日) 

 ニコニコボックス本日合計  ３０，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ９６０，１００円 

 
◎米山チャリティボックス   

高栁良作米山記念奨学委員長 
小後摩重正会員 坂巻照代会員 瀧文博会員 
高栁良作会員 橋浦重己会員 宮下賢会員 ６名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ６，０００円 

米山チャリティボックス累計  １３１，０００円    

 
◎会長報告            
①２月１０日（土）臨港パークにてチャリティマラソンが

行われました。当クラブから地区社会奉仕根本副委

員長・瀧社会奉仕委員長・大越さん・高栁さん・青柳

さん・佐々部さんご夫妻・宮下さんご家族・デルバさ

ん・天野さんの知人の方・そして、私と妻、総勢３１名

が参加しました。ハーフマラソンでしたが、襷にチップ

が入っており、スマホで QR コードを読むと瞬時に順

位がわかるようになっており、全部で３９チーム中、

当クラブは１６位から３０位くらいまででした。全員完

走して怪我もなく終え、応援には天野さん・大井さん

にいらして頂き、写真を撮って頂きました。継続的に

やっていきたいという話がありましたので、次年度も

参加して頂きたいと思います。 

②２月２０日(火)１８：３０～『ローズホテル横浜』 

第７グループ合同例会。会費６千円。 

  ２８日(水)１８：３０～大井会員『リヴァージュ』 

  アルコールを用意しますので、公共交通機関でお越 

し下さい。お車の方は４階に駐車して下さい。 

③地区から、大越会員に地区職業奉仕委員の委嘱状

が届いております。 

 

◎幹事報告 

①チャリティマラソンに参加した６チームの順位は１６～

３0位くらいですが、タイム的に差は４分以内でした。 

②来年度青少年交換留学生を７月から１２月に受け入

れることになると思います。その際の受け入れや費

用の問題など出てくると思いますのでよろしくお願い

します。 



◎委員会報告  
①社会奉仕委員会             瀧文博委員長 

  チャリティマラソン当日はベストコンディションで気持

ち良く走ることが出来ました。QR コードでチームの順

位がわかることは画期的だと思います。クラブ外の

方にもたくさん参加して頂きましたので、ロータリーの

事業としては開かれた会になったと思います。クラブ

で参加者全員の会費を負担して頂き有難うございま

した。 

 

◎『川柳』              阿曽輝彦会員 
 

 

 

 

 

 

私が宣伝している丘みどりを『テレビで見た』とお声を

頂きますので、今日は丘みどりのプロフィールやその他

の話や川柳を紹介したいと思います。 

私と同じ兵庫県姫路市の出身で高校も同じです。年

齢は３３歳。昨年暮れの紅白歌合戦に出演しました。一

昨年関内ホールでコンサートがあり、私は行って来まし

た。丘さんはデビュー直後に母親を亡くして、祖母に育

てられました。地元の民謡教室に５歳の頃から通い、鳥

羽一郎や坂本冬美に憧れて小学５年生の時、県内の

民謡大会で優勝しました。 

２１歳の時にデビューしましたが、１０年間は鳴かず

飛ばずで売れなかったそうです。歌手を一時はやめよ

うとしたそうですが、お母さんがやらずに後悔するより、

やって後悔する方が良いと。それからは一所懸命に努

力し成功しました。 

 今日は２月１４日バレンタインデーです。 

先日、FM 横浜で京急百貨店の方がチョコレートの話を

していました。チョコレートは銀紙に包まれていることが

多く、それはどうしてかというと、味や香りが落ちないよ

うにするためだそうです。チョコレートに含まれている油

は、光や空気中の酸素に触れると質が落ちます。劣化

を防ぐためにアルミ箔で包んでいます。チョコレートの

原料はカカオの木の果実の中にある種、カカオ豆です。

発酵後乾燥させて出荷します。 

チョコレートと同じ原料で作られている飲み物はココア

です。カカオ豆からココアバターという油を取り出した残

りで作ります。はじめチョコレートは飲み物だったので

す。 

チョコレートには健康に良いとされるポリフェノールとい

う成分が含まれています。これは血圧を下げたり、血液

をサラサラにする働きがあり、赤ワインや緑茶やリンゴ

に入っています。チョコレートが日本に伝わってきたの

は貿易が盛んでなかった江戸時代で、鎖国で貿易の窓

口であった長崎に伝わった記録があり、日本語で『ショ

クラート』（それが後にチョコレート）と書いてあったそう

です。インドで活躍しノーベル平和賞を受賞したマザー

テレサはチョコレートが大好きでした。貧しい人の為に

長年尽くし１９９７年に亡くなりました。 

『乾杯のカチン』 

乾杯のカチンの意味は毒殺を防ぐため。日本の乾杯の

第一人者神崎宣武氏によると、日本の乾杯のカチンは

日露戦争の頃に始まったと言われています。全員で乾

杯をしても乾杯後すぐに飲まないで、一度テーブルにグ

ラスを置く。『このワンクッション置く』これには多くの説

がありますが、最も信憑性が高いのは、命を守るためと

言われています。 乾杯の時にグラスをぶつけ合うこと

は、ヨーロッパでは毒殺を防ぐために始まったと言われ

ています。それは乾杯の時に片方に毒を入れてぶつか

ると相手のグラスに毒が入ってしまう。そうすると両方

が毒を飲むことになる。ですから、『乾杯のカチン』と音

がしてお互いに悪意がない証拠であることを示しまし

た。 

 イギリスでは軍隊が出陣の景気づけに『カチン』とした

のが始まりと言われています。他にも『カチン』というこ

とが悪魔払いになるという説もあります。   

セピア色の『セピア』 

答えは『イカ墨』のことです。古代ギリシャの時代から、

インクや絵の具として使用されていました。少しずつ酸

化し、色が褪せて赤茶けた色になる。イタリアのルネサ

ンス期を代表する芸術家 レオナルド・ダ・ヴィンチの絵

もそうです。セピアはコウイカ、イカ墨インクのことで、写

真も色あせたものをセピア色と言います。 

安倍首相とトランプ大統領について 

 安 倍 首 相 トランプ大統領 

年  齢 ６３歳（1954年） ７１歳（1946年） 

身長・体重 175㎝/70ｋｇ 190㎝/107ｋｇ 

 

家  族 

母 洋子さん 

妻 昭惠さん 

子供なし 

妻 メラニアさん 

子供 5人 

（前妻 2人含む） 

好みのﾈｸﾀｲ     青     赤 

次に川柳をご紹介します。 

川柳は江戸中期に興った庶民の文芸で、俳句と同じ

五・七・五の十七音で綴られた定型詩と呼ばれている

文芸です。 俳句における『季語』などの決まりはなく、

ダジャレや流行語を読み込んだり、言葉遊びの要素が

多いと言われています。『サラリーマン川柳』『シルバー



川柳』『遺言川柳』等いろいろなテーマの川柳が出され

ています。 

・北の人 受話器みたいな 髪型ね 

・散髪の 途中のような 頭増え 

・韓国は いつも何かに怒ってる 

・理由(わけ)もなく 防犯カメラ 少し避け 

・まだ平和 朝からニュース 不倫なら 

・解説が あってわかった４回転 

・今時は 子の還暦を 親祝う 

・教え子の 古希の祝いに 招かれる 

・大谷の投球 大谷自身 打てるかな 

・実の子の オレオレやはり 金かかり 

・プロ将棋 昼食までも 解読す 

・二年毎 遺影撮ってる 几帳面 

・医者よりも 詳しい知識を 持つ患者 

・欠席の 理由は問わぬ 老人会 

・オムツして 伝い歩きも 二度目です 

・おじいちゃん 海外行ったの 戦地だけ 

・悪ガキが 消えた故郷 柿たわわ 

・オレオレと 息子の声だ 電話切る 

・クラス会 それぞれ持病の専門医 

・ぽっくりと 逝きたいくせに 医者通い 

・長生きの 秘訣を聞いても すぐ忘れ 

・はげてても 技術料だと 同じ額 

・正月に やたらともちを 食わす妻 

・朝二度寝 昼はうたた寝 夜早寝 

・すぎた妻 食べ過ぎ 飲み過ぎ 太り過ぎ 

・遺影写真 加工しすぎて 別人に 

・外食は デパ地下での フルコース 

・こんにちは 思い出せずに さようなら 

・悪口は ちゃんと聞こえる 謎の耳 

・した出して 女医に言われて ぎょっとする 

・見つからない 脂肪が邪魔して 血管が 

・『宝くじ』 『当たれば辞める』が 合言葉 

・ファスナーが 食い込む女房の 三段腹  

・ああ熟年 暖かいのは便座だけ 

・良かったな 『美人薄命』 縁がない 

・ときめいた 女房の匂い 今めまい 

・亭主より デカイ女房の 高いびき 

・化粧室 昔はトイレ 今電車 

・一つ聞き 二つ忘れて 老いてゆく 

・立ち上がり 目的忘れ また座る  

・ダルビッシュ 一球だけで 我が月給 

・凄いという 漢字の中に 妻がいる  

・靴べらに されて名刺が 泣いている 

・同窓会 薬の数を 自慢する 

・誰だっけ 挨拶しながら 考える 

・にわか医師 問診し合う 同窓会 

・食後には 昔デザート 今薬 

・同窓会 顔より先に 頭見る 

・孫の名が 読めない 書けない 今流行り 

・お互いに 聞いて退屈 孫自慢 

・カード入れ 中身はみんな 診察券 

・減っていく ボーナス 年金 髪 愛情 

・少しずつ 親に似てくる 今の顔 

・タバコより 体に悪い 妻の愚痴 

・行くまでに 息が切れます 喫煙所 

・この年で 止めてどうする 酒タバコ 

・ライバルに 勝たなきゃ良かった 今の妻 

・オレオレに 亭主と知りつつ 電話切る  

・70歳 オラの村では 青年部 

・宝くじ 馬鹿にしながら 根は本気 

・父帰る 娘出かける 妻寝てる 

・なぜ太る 同じ食事で妻だけが 

・そっと起き そっと出掛けて そっと寝る 

・クラス会 担任よりも 老けた奴 

・パパ似だと 言われて泣き出す わが娘 

・何もかも 加齢ですねで 済まされる 

・身に余る 光栄ですと 言葉だけ 

・ボケに効く 薬を貰い 飲み忘れ 

・栄養は 足りていそうな 北のアナ 

・オレオレ詐欺 うちの息子は うちにいる 

・寝てるのに 起こされて飲む 睡眠薬 

･共白髪 妻は紫 俺茶髪 

･１００歳の 患者に秘訣 きく主治医 

・朝なのか 夜かもしれぬ 時計５時 

・腕よりも 話し上手で 選ぶ医者  

・症状を 言えば言うほど 薬増え 

・耳遠く オレオレ詐欺も 困り果て 

・『先に寝るぞ』 『安らかにね』 と返す妻 

・限界だ 元号三つの 歳計算 

・食事会 薬でしめて お開きに 

・オレオレに 説教するのが 妻の趣味 

・はげぬうち 遺影を取れと せかす妻 

・うしろ前 笑うお前は 裏返し 

・病院に来ぬ人 どこか悪いのか 

・夫婦して 風呂 飯済んで まだ６時 

・お辞儀して 共によろける クラス会 

・寂しくて 振り込め犯と 長電話 

・目覚ましの ベルはまだかと 起きて待つ 

・誕生日 ローソク吹いて 立ちくらみ  

・早起きは したくてしている わけじゃない 



・まだ生きる つもりで並ぶ宝くじ 

・歩こう会 アルコール会と 聞き違え 

・景色より トイレが気になる 観光地 

・年重ね くしゃみするのも 命がけ 

・手をつなぐ 昔はデート 今介護 

遺言川柳 

・遺産分け 親不孝ほど よく喋り  

・相続に 詳しい親父が 出てもめる 

・財産は取り合い 位牌は譲り合い  

・父危篤 仕事の鬼が 一番のり 

・くそ爺 ある日突然 お父様 

・逝くまでに 使い切ろうと 同窓会  

・通夜の席 銀行マンが勢揃い 

・ぽっくりと 逝くと言いつつ 医者通い 

・お義父さん ケチケチ人生 今感謝 

・やるもんか 全部使うぞ わしの金 

・居れば邪魔  出かけりゃ事故かと 気をもませ 

・いらないと 言ってた者ほど 期待して 

・また旅行 少しは残せ 俺たちに 

・号泣が ピタリと止んだ 遺産わけ  

・お宝は みんな偽物 おじいちゃん  

・我が家宝 『鑑定団』で 笑われる 

・美しき 家族の愛も 金で散る 

・『遺産くれ』 九官鳥まで そうしゃべり 

・書いておけば 長生きすると 子が勧め 

・婆さんよ 預金ありそな 顔してろ 

・遺言書 見つけ天国 見て地獄 

サラリーマン川柳 

・お茶入れた 憎たらしいから 指入れた 

・仕事やれ 人に言わずに おまえやれ 

・ボディコンを 無理して着たら ボンレスハム 

・反省は 口先だけと すぐわかり 

・慰労会 会社で飲むと 疲労会 

・同窓会 誰が生徒か 先生か 

・気遣いは 昔上司に 今部下に  

・賞与出て 夫はユニクロ 妻シャネル  

・妻は羽根 猫は毛布で 俺せんべい 

・運動会 抜くなその子は 課長の子 

・床屋行く 金ひまあれど 髪がない 

・親の夢 次々消して 子は育つ 

・まだ寝てる 帰ってみれば もう寝てる 

・会議中 うなずく者ほど 理解せず 

・パスワード 全部孫の 誕生日 

・マイナンバー ナンマイダー と聞き違え 

・パパ育児 一度は試す 父の乳 

・爺ちゃんが たてても孫は 婆ちゃん家 

・娘来て 誰も居ないの 俺いるよ 

・沸きました 妻より優しい 風呂の声 

・増えていく 暗証番号 減る記憶 

まだありますが時間となりましたので、これで終わりま

す。本日は有難うございました。 

 
◎ ニコニコボックス        瀧文博親睦委員 
大越雅也幹事 

  チャリティマラソンに参加された方、お疲れ様でし

た。 

山野井正郎会員 

  会員入会記念日祝と配偶者誕生日祝を頂きまして

有難うございました。 

八木禧昭会員 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

高栁良作会員 

  マラソン大会お疲れ様でした。楽しかったですね。 

  会員記念日祝を頂きまして有難うございました。 

西山俊雄会員 

  バレンタインデー、皆さんのチョコレートの数は? 

坂巻照代会員 

  チャリティマラソンに参加された方、お疲れ様でした。

淡路島の雪の中にいました。 

  林田さんいつも有難うございます。 

  阿曽会員の卓話を楽しみにしております。 

細井順子会員 

  平昌オリンピックに夜遅くまではまっています。 

  阿曽会員の卓話を楽しみにしております。 

瀧文博会員 

  チャリティマラソン無事に終わることが出来ました。

参加者の方お疲れ様でした。 

メンバーの皆様、ご協力有難うございました。 

   阿曽会員の卓話楽しみにしております。 

高森政雄会員 

  先日は橋浦会員にお世話になりました。 

  本日は阿曽会員の卓話を楽しみにしております。 

豊場建伍会員 橋浦重己会員 宮下賢会員 

小後摩重正会員 笠原孝雄会員 福嶋昭会員 

横尾博之会員 海野俊彦会員 

  阿曽会員の卓話楽しみにしております。 

◎次週の予定 
２月２１日(水)→２０日（火）へ例会変更 １８：３０～ 

『ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜』第７ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 
◎会報               坂巻照代会報委員 


