
 

第 2157 横浜港南ロータリークラブ週報 

2019．4．10．[水] 第 2392回例会報告 

 
◎司 会           阿曽輝彦 SAA委員長 

◎ロータリーソング       『港南友愛の唄』 
◎ソングリーダー       横尾博之合唱委員 
◎ｹﾞｽﾄ ・第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ南ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

下山清隆様 
・第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ次期ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  

栁沼芳光様 
・横浜歴史研究会常任理事 高尾隆様 

◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ  地区副幹事       谷川操一様 
◎新会員  三井住友銀行上大岡支店長 

福田静香様 
◎出席報告           飯島直人出席委員 
会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

34(7)名 23(6)名 76，7% 90.3%  84.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎親睦委員会（今週のお祝い） 
青柳民朗親睦委員 

＊会員入会記念日祝 

瀧文博会員（１日）・福嶋昭会員（５日）・ 

飯島直人会員（１１日）・北見丈治会員（１２日） 

橋浦重己会員（１３日）・民谷佳子会員（２０日） 

 ニコニコボックス本日合計 ４６，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ９４２，０００円 

◎米山チャリティボックス  

               上杉順一米山奨学委員 

小後摩重正会員 大井和子会員 坂巻照代会員 

佐々部宣宏会員 民谷佳子会員 根本雄一会員 

橋浦重己会員 宮下賢会員 ８名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ８，０００円 

米山チャリティボックス累計 １７９，０００円    

 

◎第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ南ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 下山清隆様 

ガバナー公式訪問から始まり先日のＩＭまで、皆さんに

は大変お世話になりました。今年度は南北で二つのグ

ループに分かれていましたが、次年度第５グループは

１１クラブが一緒になり、会員は３３７名となります。 

 

◎ 第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ次期ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 栁沼芳光様 

次年度第５ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を務めさせて頂きます。

横浜瀬谷ＲＣの栁沼です。これから一年間地区とクラブ

のパイプ役として務めさせて頂きますので宜しくお願い

致します。ガバナー補佐の主な役割を申し上げます。 

① ガバナーを援助することによって、担当するクラブ

の効果的な運営のサポートに努める 

② 地区目標の設定を援助する  

③ ガバナーのクラブ公式訪問のスケジュールを調整

する 

④ クラブの強みと弱み、目標に向けた活動の進捗を



カバナーに伝える 

⑤ 地区の行事と活動に参加する 

⑥ 地区チーム研修セミナーに出席する。会長ｴﾚｸﾄ研

修セミナー(PETS)と地区研修・協議会に出席する 

⑦ 将来リーダーとなれる人材を探し、育成する 

⑧ クラブの状況について、次期ガバナー補佐に情報

を提供する 

⑨ 定期的にクラブと連絡を取り、活動状況を確認する 

⑩ クラブ会長エレクトが目標を設定して、ロータリーク

ラブ・セントラルに入力し、これらの目標を達成でき

るよう援助する 

⑪ 招かれた場合には、クラブの例会、協議会、その他

の行事に出席する 

⑫ クラブを支援するための具体的なアイデアを、地区

リーダーシップチームに提案する 

⑬ 地区大会やその他の地区会合への出席をクラブに

奨励する 

 

◎ 会長報告  

① 三井住友銀行の民谷会員はご栄転となり、後任は

福田静香支店長となります。 

『民谷会員より』 

３年間大変お世話になりました。働くことで喜びを

得ることや、仲間と分かち合うとはどういうことか、

ベースになる働き方や働くことでの喜びを教えて

頂きました。本当に有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

『福田支店長より』 

今回の異動で民谷の後任となり、浜松町支店から

参りました。横浜港南ＲＣに入会させて頂き有難う

ございます。どうぞよろしくお願いします。 

② 米山奨学会より、坂巻会員に米山奨学生カウンセ

ラーの委嘱状が届いております。 

米山奨学生 チン・エキショウ（中国）横浜国立大学 

③ 地区副幹事の谷川様のご紹介で卓話者の高尾様

にいらして頂きました。 

④ ５月１日からクールビズの予定です。４月２２日の

理事会で決まり次第ご報告致します。 

 

◎ 幹事報告            

① 『ロータリーの友』４月号を読んでみると、いろいろ

なクラブの活動が掲載されています。当クラブもま

だ何か出来ることがあるのではないかと感じます。

皆さんも是非読んで下さい。 

 

◎ 委員会報告  

① 次年度について         尾形達也次期幹事 

・  次年度の活動計画書は４月１７日までに大塚さん

までお渡しください。出来ればデーターでお願いし

ます。 

・  次年度新旧引継ぎについて   

４月１６日（火）   時間 １８時：３０～ 

場所  『北京飯店』 

新旧引き継ぎ炉辺会合を行います。委員の方はよ

ろしくお願い致します。 

② 次年度理事会報告       尾形達也次期幹事 

・ 今後の理事会は毎月第１水曜日例会終了後の   

１３：３０～『リヴァージュ』で行います。 

９月４日（水）は移動例会の予定 

１０月は９日（水）に理事会 

尚、これは単年度です。次々年度以降はその年に

よりますので、ご了承ください。 

・  会長から各委員長の皆さんにいろいろなことを盛り

込んで進めて欲しいということです。 例えば、プロ

グラム委員会であれば、聞きたくなる卓話。SAAな

ら、食べたくなる美味しい食事を考えて頂きたいと

思います。各委員長、よろしくお願いします。 

・ 奉仕分担表は訂正されていると思いますが、合唱

委員長は故大橋会員から、高栁会員に変更となり

ます。 

・ 港南区制５０周年の協賛イベントについて、ロータ



リー活動の中ではなく、別途進めていきます。社会

奉仕委員会の方には両方進めて頂きますようお願

いします。 

・ 本来理事ではありませんが、イベントの都合で、理

事に加えて山野井会員・瀧会員・高栁会員を適宜

招集し、理事会に出席して頂きます。 

・ 奉仕部門をクラブ管理運営委員会と統合する案が

ありましたが、今年は予算的に無理なので、翌期

以降考えていくことになりました。 

・ 次年度の活動計画書ＳＡＡのビジター食費につい

て、 ２５００円から３０００円に変更致します。 

・ 卓話者の機材準備やプロジェクター利用の配線な

どについて、今は海野会員にお願いしていますが、

ＳＡＡでお願いします。パソコンは原則卓話者本人

持参となります。 

・ プログラム委員会及び親睦委員会について、なる

べく外部卓話者を登用して楽しく充実した卓話を行

う方針です。ニコニコについては、前年度の１１０万

円以上を目標として進めます。 

・ 職業奉仕委員会について、職場見学会を充実させ

ます。 

・ 社会奉仕委員会として、地域で活動している人たち

がＲＣに目を向けてくれるようにすることは、将来の

ロータリアンの養成につながるよう高森委員長が

計画しています。 

・ 国際奉仕委員会について、６月にセブポートセンタ

ーＲＣの会長就任式と９月にロータープラストの出

席をお願いします。 

・ 決算と予算報告の発表がありました。職業奉仕の

予算を充実させていきます。 

・ 青少年奉仕委員会について、交換留学生の餞別

は撤廃します。 

 

◎ 佐々部会員より高尾隆様のご紹介 

高尾様は本も書かれていますので、よろしければ購入

頂きたいと思います。それでは楽しいお話をお聞きくだ

さい。 

 

 

◎ 『江戸のくらし、時間と暦』 

横浜歴史研究会  高尾 隆様 

  

 

 

 

 

来月に元号が変わります。元号は日本の歴史を振り

返るときに、日本の文化や社会を表すイニシャルなの

で、大事にしたいと思います。今日は江戸のくらし、時

間と暦のお話をさせて頂きます。 

 

お江戸日本橋 七つ立ち 初のぼり 

行列そろえて あれわいさのさ  

コチャ高輪 夜明けて 提灯消す 

  （コチャエー コチャエー） 

 

この歌は天保年間幕末に作られた民謡です。 

今日は内容を紐解きながらご説明したいと思います。 

 

『七つ立ち』 

これは７時に出発するということではありません。 

江戸時代は一日を１２個に分割していました。現代は 

２４時間です。我々は四六時中忙しい思いをしています。

だから四六２４です。夜中の０時から順に子・丑・寅と数

えました。ちょうど正午の時は午の刻となります。 

１刻は１２分の１で２時間になるかというと、そうではなく

夜の時間を６等分、昼の時間を６等分にして１２刻とし、

したがって昼夜の長さが同じ春・秋は均等になりますが、

夏場の昼の１刻は長く、冬場は短くなります。１２分割し

ますので、江戸時代は二六の１２、二六時中忙しいと言

っていたのです。その証拠に夏目漱石の『吾輩は猫で

ある』の中には、二六時中忙しいという言葉がありま

す。 

江戸時代に時間をどう知らせていたのかというと、時

計がありませんので、時を知らせるお寺がありました。

午前０時と正午を九つとし、２刻ずつ順に八つ・七つ…

四つと鳴らして知らせました。 

鐘のつきはじめには、『すて鐘』を３つ、ゴン・ゴン・ゴン

と突き、その後時刻を打ちました。 

『七つ立ちとは』夜明け前の今の朝４時頃のことです。 



『行列』はだれの行列なのでしょうか 

この歌は大名行列だと思う人が多いのですが、そうで

ない理由は『初上り』という言葉です。江戸時代は京

都・大坂方面を目指すことを上り、江戸へ向かうことを

江戸へ下ると言います。この歌の場合、向かっている

人間は日本橋で働いている商人です。上方から江戸の

店に働きにやってきた丁稚奉公に入った方が十年以上

働き番頭さんになり、ご褒美の休暇に国に帰る、これが

『初上り』です。帰って来たら店を持たせてもらえるのか

もしれない。そんな番頭さんの店の者たちがワイワイガ

ヤガヤしている様子をうたっています。 

日本橋から品川はちょうど２里です。４時ごろ出発した

一行は高輪あたりでちょうど夜明けになるので、『高輪

で提灯を消した』となります。 

 

江戸の暦はどうなっていたのかというと、月が地球を

まわる日数で数えます。周期は約２９．５日がひと月な

ので、３０日（大の月）と２９日（小の月）の月を作って調

整していました。しかし、地球が太陽をまわる周期とは

ずれが出来るので、それを直すために、１３ヶ月ある年

を３年に１回うるう月を作りました。商店では支払いや

取り立てを間違えないよう大小の看板を掲げたので

す。 

大小月が毎年異なるため、大小暦の錦絵が売られ

ていました。大小月は順序が決まっておらず、庶民は

毎年出される『絵暦』を頼りにしていました。 

 

『太陽太陰暦』に替わり『太陽暦』が採用されたのは

明治５年でした。 

岩倉具視や大久保利光が西洋に行っている間に、

留守に内閣をやっていた西郷隆盛が国民生活の改革

をたくさんしましたが、その中の一つがこの太陽暦の採

用です。明治５年１２月３日を明治元年としました。その

理由は翌年うるう月があり、１３ヶ月となるため、役人の

給料を１３ヶ月払わなければいけない。太陽暦なら１２

ヶ月になるということで採用されました。 

江戸は今の暮らしとは違う中で、不便なようでいて、

いろいろな楽しみ方をしていました。言葉の遊びがあり、

洒落があります。面白い歴史の覚え方で、私の「洒落

倒し江戸 300」という本がありますので、よろしければお

読みください。本日はご清聴有難うございました。 

◎ ニコニコボックス     青柳民朗親睦委員 

第５グループ南ガバナー補佐下山清隆様 

  次年度ガバナー補佐の柳沼さんと一緒に伺いまし

た。よろしくお願いします。 

第５グループ次期ガバナー補佐栁沼芳光様 

  下山ガバナー補佐に連れられて、ご挨拶に参りまし

た。次年度ガバナー補佐を務めさせて頂きますの

で、一年間よろしくお願い致します。 

地区副幹事 谷川操一様 

  本日は高尾様の卓話を聞きにまいりました。 

  佐々部米山記念奨学委員には増進委員長として、

大変お世話になっております。今後ともよろしくお願

いいたします。 

宮下賢会長 

  ガバナー補佐下山清隆様、次年度ガバナー補佐栁

沼芳光様、地区副幹事谷川操一様横浜歴史研究

会高尾隆様ようこそいらっしゃいました。 

 高尾隆様の卓話を楽しみにしております。 

  民谷さんお疲れ様でした。福田様よろしくお願い致
します。 

福嶋昭会員 飯島直人会員 坂巻照代会員 

橋浦重己会員 

下山ガバナー補佐、栁沼次年度ガバナー補佐  

本日はようこそいらっしゃいました。 

民谷さん寂しくなりますが新天地でのご活躍を祈

念しています。福田さんようこそ。 

   横浜歴史研究会高尾様、お話楽しみです。 

会員入会記念日祝を頂き有難うございました。 

民谷佳子会員 

三年間大変お世話になりありがとうございました。 

新天地の世田谷エリアでも頑張ります。後任の福

田をよろしくお願い致します。 

会員入会記念日祝を頂き、有難うございました。 

高森政雄会員 根本雄一会員 市川敏明会員 

海野俊彦会員 細井順子会員 上杉順一会員 

佐々部宣宏会員 天野憲二会員 櫻井富雄会員 

小後摩重正会員 豊場建伍会員 青柳民朗会員 

下山ガバナー補佐・栁沼次期ガバナー補佐・谷川

地区副幹事はじめ皆様ようこそいらっしゃいまし

た。 

高尾隆様本日の卓話を楽しみにしております。 

三井住友銀行民谷会員お世話になりました。後任

の福田さんご入会歓迎申し上げます。  

◎次週の予定 

４月１７日（水） 佐々部宣宏会員 

◎会報             根本雄一会報委員 


