
（敬称略）

◇関心流興道詩吟会『雄洲庵』教場、丸山 雄史 様

をお迎えして

愛須 勝章、後藤 信博、橋本 隆、平野 好史

岩崎 泰人、片井 貢、木村 壽一、北村 圭司

小山 實、丸山 博之、中川 文恵、野村 憲司

奥平 朋久、武田 静也、谷本 司、谷中 順次郎

上原 俊宏、早稲田 清司、山本 亘、安井 忠雄

吉田 和枝

◇私は誰でしょう？ 丸山 勇人

◇先週のニコニコ出すのを忘れましたので今週の

ニコニコ、払っときます。\2000 岡本 博

◇米山の募金していますので寄って下さい。

佐田 一三

◇奥様誕生日 石井 達

◎おめでとう。今日の元気と笑顔を忘れずに。

沖 史郎

◇お花頂きます 玉置 和男

■本日のお客様は関心流興道吟詩会「雄洲庵」教場

講師 丸山 雄史 様をお迎えしています。

後ほど宜しくお願い致します。

■ＲＩ日本事務局よりポール・ハリス・フェローの認

証状とバッジが届いています。

ＰＨＦ（1回目）

谷本 司 君

（先週お休みでしたので本日お渡しします。）

■関西国際空港ＲＣよりＥメールアドレス変更のお知

らせです。

新アドレス： kankurc@rhythm.ocn.ne.jp

■8月20日の定例理事会のご報告を致します。

◎「ＲＩ超我の奉仕賞」について…該当者なし。

◎やおき後援会員の更新について…例年通りで更新。

◎奉仕食の差額をＲ財団寄付について…承認。

◎職業奉仕委員会の移動例会について…11月9日、田

辺米穀にて移動例会する事を承認。

◎新会員推薦について…承認。

◎米山梅吉記念館への一人100円募金運動について…

直接記念館に振り込むことで承認。

◎丸山博之氏の祝賀会について…9月3日(水)ハナヨ

で開催にて承認。

◎Ｒ情報委員長 上原氏よりクラブ内規・細則の見直

し提案について…承認。

◎田辺はまゆうＲＣとの合同例会について…2640地

区米山記念奨学生の訪田に合わせて、10月14日(火)

午後、ハナヨに於いて歓迎会を開催する。この行

事を移動例会とし、田辺はまゆうＲＣとの合同例

会とする事で承認。

■例会日時変更

◎海南東ＲＣ 9月1日(月)→ 9月1日(月)19：00～

場所：海南商工会議所4Ｆ 大ホール

＜海南西ＲＣとの合同例会＞

■回覧

◎田辺はまゆうＲＣより例会時間変更のお知らせ

（8月26日～9月30日の例会時間を

午後6時半～ → 午後7時～8時 に変更）

”北上夜曲 ”

野村 憲司 君
関心流興道詩吟会『雄洲庵』教場

丸山 雄史 様
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◎「Ｒ財団寄付7月度迄集計表」

◎ロータリーニュースより

「ロータリー奉仕の最新情報」

◎ガバナー事務所より

「ＲＩクラブ会費請求の簡略化について および

『My Rotary』アカウント登録手引きのご案内」

「私の心に残る『ロータリーモニュメント』ご提出

のお願い」

「ＲＩ第2640地区 2014～2015年度 地区インター

アクトリーダーシップフォーラムの御案内」

◎地区大会事務所より

「地区大会(第2日目)ロータリーデー物産出展について」

「地区大会(第2日目)クラブ活動紹介の展示」

◎リコージャパン株式会社より

「Value Presentation 2014開催」

日程：9月9日-10日 会場：グランキューブ大阪

各種無料セミナーを開催致します。

■連絡

◎9月のロータリーレートは 1ドル＝102円 です。

親睦委員会

山本 亘 君

「丸山 博之君の表彰を祝う会」を

開催します。

奥様も是非ご参加ください。

『詩吟・尺八 よもやま話し！』

～趣味の散歩道～

関心流興道吟詩会

講師 丸山 雄史 様

◇はじめに

＊平凡な日々→平凡だからこそ日々を大切に！

（日々 是 好日！)

＊長生きの秘訣→気 長く 腹 立てず 口 慎み 心 円

くと言われるが現実は！

＊現役時代→４Ｐで 現在→５Ｃ＋２Ｋ etc…

＊趣味は→ちょっと“おしゃれな気分”に！→楽しみ

深め 活かし 拡げて 等々

★道草

☆尺八 ハーモニカ

＊尺八やハーモニカの音色…古典 童謡 唱歌 詩吟の

伴奏 等々…心の洗濯 故郷

＊尺八の由来…和歌山県由良町

興国寺開山主 覚心によって

中国より法器として

＊ボランティア活動に→「施設

訪問」等

＊学校現場への『出前授業』→

特に校歌を和楽器で！

☆詩吟

＊身体いっぱいの大きな声でリフレッシュ！ 内臓の

スポーツ 心のスポーツ！

健康的で 今、静かなブームを……！

＊漢詩の作者や登場人物との出会い(古人や先人との

契り!)

＊情景や叙情詩 時代背景を味わうことのできる楽し

み！（自分の声にして 相手に）

＊吟じ方や種類→独吟（1人で）連吟（2人で）合吟

（5人で）等々→絶句 律詩 構成吟 現代詩 等

◎当地方の緒先輩の「漢詩や現代詩」を『詩吟』で表現！

【文学と音楽（的）のミックス表現！】

【代表例】

◇高橋 藍川先生（元下鮎川成道寺の御住職様、日本の

漢詩界の大御所 上村売剣に師事するも殆ど独学→

黒潮吟社 主宰 黒潮集発刊等）

＊『偶興以人』『偶成』『望大阪城』『白浜千丈閣』

『白浜温泉詩』等々

◇山本 秋蓉先生（元下鮎川郵便局長様の奥様、高橋

藍川先生に師事 黒潮吟社会員として活躍、昭和59年

11月に、二百の絶句と三十の律詩を『秋蓉詩鈔』とし

て発行）

＊「奇絶峡看櫻」「田辺竹枝（田辺夏祭）」「闘鶏神

社偶成 その１・その２」「高野山偶得」等々

◇花木 忠水（義山）先生（中辺路 栗栖川・歓喜寺の

御住職様、元中学校教員、高橋 藍川先生に従事、教

職・僧職引退後、平成18年1月に、和歌と漢詩の公響

的詩情『万葉の風』を発行）

＊『熊野古道 偶感 その１・その２』『虜囚述懐』

（悲劇の皇子と言われた有馬皇子の岩代（磐白）での

一首を漢詩に）等々

◇古久保 満璃子さん（龍神村殿原出身 元簡易郵便局

の事務職員として勤務しながら現代詩を書き続けた）

その中の一詩『殿原の析り』

◇『生きやんし 生きやんしよ！』→明治23年紀伊大島

樫野崎で、トルコ軍艦エルトｳールル号が遭難→島民

は全島あげて献身的な救助活動を行う。→「現代詩吟」
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◇寄り道

◆平凡な日々の中で『三かん→関心 感動 感謝 を大切

に！』 (加山雄三氏の言葉より)

◆『青春とは人生のある期間を言うのではなく 心の様

相を言うのだ。年を重ねるだけで 人は老いない。理

想を失う時 初めて老いが来る。』

（サミュヱル・ウルマン氏の言葉より）

＊平凡な日々の中で ほんのちょっぴり輝いて ほんのちょっ

ぴり 心 豊かに 歩みたい！

特に、人生の折り返し道 峠道だからこそ沢山の寄り

道をしながら、下手な趣味でも夢中になれる私のショー

ト ホット タイム……趣味を心の支えとして“ちょっ

とおしゃれな気分”で今後も“趣味の散歩道”をゆっ

くり歩みたい。

◇おわりに

◎『何をしてもらうのではなくて、自分は今何が出来

るか！』（曽野綾子『老いの才覚』より)

◇『できないことを嘆くより、今できることを楽しも

う！』 (チェアスキーヤー 狩野亮 選手の言葉より)

日々 そう ありたいと！願いつつ…

☆『ふるさと』で！… に！… を！…
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