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第 2708回例会

《ゲスト》  なし

《司 会》  相原雄治 君

《合 唱》  「それてこそロータリー」

《BGM》   「Rock&Pops Best H ts 70'sJ

平成 27年 3月 19日 天候 雨

逆に江戸時代に、夜使われていた行灯の灯 りは

どの程度だつたのでしょうか。テレビの時代劇では

行灯の側で火打ち石をカチカチッとすると、部屋中

がパッと明るくなります。ところが、江戸時代の行

灯の明るさは、豆電球よりも弱かつたそうです。実

際には、行灯の周りがうすばんやりするだけで、照

明ではなく照影だったそうです。
つまり、行灯のその暗い灯 りで影ができるから

そこに何かあると分かる程度の明るさだつたそう

です。そのため、部屋の四隅に至っては、間に溶け

ていたといいます。そうであるとすると、蛍の光や

窓の雷で、夜更けて学問をしたというのもあながち

誇張ではないかもしれません。

時が流れ、その時代時代に使われていたものが変

わり、違うものになつてゆく。なつかしみ、やがて

忘れられ、そして時代を遡って知ったとしても、そ

の実体に触れることができなくなるのかもしれま

せん。時代感覚といいますが朝 ドラの『マッサン』
の最近の場面を見ていると、あの戦争の時代を実感

することなく、戦後に生まれた私は、心して歴史を

学び、理解してゆくことが大切だと痛感します。

ちあきなおみの喝采の歌詞に「動き始めた汽車に

ひとり飛び乗つたJと ありますが、今 汽車の ドア

は自動で閉まってしまうので、動き始めた汽車には

飛び乗れないのです。

《来費卓話》

「日立グループと日立の樹J

島屋原 昇 君

《ビジター》 なし

《本日のお祝い》

お誕生日

3月 21日 鈴木 寿人 君

《会長挨拶要旨》

時の流れ

結婚記念 日

3月 21日 ′
lヽ林 創 君

時の流れとい うことを

想 うときに、その時代を

実感することの難 しさを

感 じます。

蛍の光の歌詞に 「蛍の

光、窓の雪、文読む月 日

重ねつつ」とい うのがあ

ります。夜灯りを求めて、努力して学問をしたとい

う意味の歌詞です。つまり、夏の夜は籠に捕えてお
いたたくさんの蛍が光る灯りの下で、冬は雪に映え

る月明かりを頼りに、夜明けまで苦学をしたという

意味だと解釈されています。もつとも、これには当

たり前すぎて面白くないとして異論があります。異

論はこうです。「私たちは、一緒に蛍狩りをしたね

雪見も一緒にしたね、そして文読む、すなわち文通

もたくさんしたね、でも今日は別れのHJIが 来てしま

つた。いざ、さらば、さようなら。Jと いう訳です。

それはともかく、蛍の光や雪に映える月明りは

どのくらいの明るさだつたのでしょうか。これは

歌の世界だけで、その明るさなんて役に立たなかっ

たのではないかと思われる方も多くいらつしゃる

でしょう。でも意外に明るかつたといわれています。

私は兵庫県尼崎市出身

で、オリックスパファロ

ーズのファン暦は 40年
です。「鳥屋原」という名

字からよく出身はどこで

すか ,と 開かれることも

多く、祖父は島根県出雲

出身 と聞いていたので
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「鳥屋原Jのルーツを調べてみました。

出雲市斐川町鳥井に「鳥屋神社 (通称出雲国諏訪大

明神)Jと いう出雲風土記に記載のある古いお社があり

ます。古事記の国譲りの条に、この地において二神の

争いが起こつた際に、多くの自鳥が群がつた風景がま

さに鳥小屋のように見えたので「鳥屋」という地名に

なつた、という記載があるそうです。そして、ここに

住んでいた私のご先祖様が「鳥屋原Jを名乗つたとい

うわけです。

この名字は全国に 200名程のまさに珍名 ?ですが

親族親戚にもなぜか珍名 ?と いう名字が集まっていま

す。私の弟の妻の1日 姓「粉川」は3000名 、私の妻の旧

姓「江場Jは 800名 、母の旧姓「仁頃Jは 20名 という
しだいです。

父の故郷は、今大河 ドラマ「花燃ゆ」で盛り上がっ

ている山口県萩市です。菊屋横丁、高杉晋作生誕地の

南に父の実家があります。私の好きな場所としては

東洋一小さい火山「笠山(標高 112m)」 が萩市郊外に

あり、その麓には外海とつながつている「明神池Jと
いうものがあります。

山口県の トレビアをひとつ披露しますと、ガー ドレ

ールが黄色のものが多いです。これは昭和 38年山口国

体の際に、県特産のナツミカン色に塗り替えたのが始

まりで、今でもこれが標準となつているそうです。

私が勤務する日立製作所のルーツですが、1910年

茨城県日立市にて、久原鉱山の機械修理工場として創

業されたことに始まります。現在は、「社会イノベーシ

ョン事業で世界に応える日立へJと いうことで IT(情
報と制御)Xイ ンフラにより、幅広い分野・マーケッ

トに対しグループとして事業展開しています。日立グ
ループと静岡のかかわりは、1957年に静岡販売所を開

設したことに始まり今に至っています。県内中部地区
に拠点を持つているグループ会社、特約店の会で「日
立静岡会」があります。約 30社がこの地域で皆様のお

世話になつています。また清水事業所では、約 1300

人の従業員で業務用空調機、冷凍機の製造を行なつて
います。

グループと環境のシンボルとして、CMに登場して
いる「日立の樹Jについて触れたいと思います。現在
の樹は、ハワイ・オアフ島のアナルナ ガーデン パ

ーク内にある、モンキーポッドという樹です。樹齢約
130年、高さ約 25m、 幅約 40m、 胴回り約 7mの大樹
ですが、CMに登場して25年以上になります。この

樹はじつは 5代 目の樹でして、初代はアニメーション

の樹でした。

日立グループとしての総合力を活かしたシステムに

より、よりよい社会をつくっていきたいとの思いを
一本の大樹の形で表現をしたのが 「日立の樹」のテレ

ビCMで した。その思いにふさわしい姿の木を求め

世界中の名木、巨木を探し回りましたが、見つけるこ

とができず、やむなくアニメーションでスター トしま

した。そのような経緯から、実在しない木をもとにC
Mソ ングを作らぎるをえなくなり「その木、なんの木 ?

気になる木 ?」 という歌詞が生まれた訳です。

現在の「日立の樹J力 あ`る、オアフ島へ行かれる機

会があれば、是非ともアナルナ ガーデン パークヘ

立ち寄られて、当地でのみ限定配布されている「日立

の樹」バンフレットを手にとつてみていただけると幸
いです。

《スマイル報告》

鈴木 寿人 君  誕生祝いをありがとうございます。

54回 日になります。これからも体カ

維持増進に努め頑張りたいと思つて

います。感謝にてスマイルします。

小林 創  君  結婚記念日のお祝いありがとうござ

います。長年のお気楽単身赴任で夫

婦のイベントに気を遣うこともなか

つたのですが良く考えると24年 ロプ

レ銀婚式でした。少し妻や家族のこ

とも気遣うようにします (反省)。

伊藤洋一郎 君 先につぐないをしてスマイル しま

す。

高柳 正雄 君

相原 雄治 君

高日 雅司 君  3月 あすなろ会ゴルフコンペで準優

勝したので賞金の一部をスマイルし

ます。スコアは聞かないでください。

松下 隆朗 君  早々に 6月 迄の卓話完売致 しまし

た。皆さまのご協力に感謝します。

満員御礼を込めてスマイルします。

新井 勉  君  昨日息子の医師国家試験合格発表が

ありました。 4月 より東京で研修医

としてスター トできることになりま

した。妻のサポー トにも感謝しスマ

イルします。

冨井 ―矢 君  3月 13日 大安・母倉日に入籍をしま

した。クラブからの結婚記念日のお

花もようやく頂けるようになりまし

た。これからは穏やかで温かい家庭

を築いていく所存です。皆きまご指

導ご鞭撻の程お願い申し上げます。

ちなみに 3月 13日 は①を③ではさん

でいるからサンドイッチの日だそう

です。

川口 尚宜 君  富井さんご結婚おめでとうございま

す。新しい門出にスマイルさせて頂

きます。末永くお幸せに 1

一昨日の B級 ゴルフコンペ「あすな

ろ会Jで間違つて優勝してしまいま

した。2回 目です。20年ぶりに50き

ったのでスマイルします。

冨井さんのご入籍を祝しスマイルし

ます。4月 新装オープンとともにお

めでとうございます。

≪出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

3/19 50(62) 44 8

3/12 53(52) 42 10

54(53) 13 5 8 84 91%


