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第21回 [ 3063 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１４月２１日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  村上裕司 会長                             
 
◆ロータリーソング 〔それでこそロータリー〕鈴木重忠             
 
◆四つのテスト 白岩裕和 職業奉仕委員 

 

◆お客様紹介 ❁2021-22年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

先日のＩＭは、今コロナが蔓延しており、感染防止 

ということで一旦延期とさせていただきました。その 

際に、お土産品として摺上川というお酒を８０本、準 

備しておりました。今回、ＩＭを開催した場合でも、オンラインになると思います。基本

的にお土産品はありませんので、この８０本のお酒を皆様にご協力いただきたいと思いま

す。ＩＭ開催だった４月９日に、飯坂ロータリークラブの事務所を佐藤喜市郎会員のご協

力で、４月から部屋を空けていただいておりましたが、岳君もＩＭの手伝いとして１日空

けていただいており、予定がないから何かお手伝いしますと言ってくださったので、事務

所の障子貼りをお願いしました。出来る限り会員の皆さんには、机や椅子などご協力をいただきたい時もあります

ので、会社で使っていないということがあればお声掛けいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告 生田目正志 幹事 
Ａ．来 信 ❶ガバナー 志賀利彦 氏より「規則・手続委員会セミナーの案内」 と き ５月２１日（土）１０：００～ 

あ                                     ところ 郡山市労働福祉会館２階 
Ｂ．メーキャップ報告 
４／９  県北第二分区会長・幹事会（オンライン）村上裕司、生田目正志、安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員 
４／１６ 地区社会・国際奉仕委員会セミナー（オンライン） 西山友幸、川又康彦 各会員 
４／１６ 県北第二分区次期第一回会長・幹事会       石川邦俊、紺野容樹 各会員 
４／２０ 県北第二分次期幹事セミナー（オンライン）    生田目正志、紺野容樹、安斎忠作、佐藤真也 各会員 

 
◆次年度県北第二分区会長・幹事会報告 石川邦俊 会長エレクト 

４月１６日に次期会長・幹事会がありました。自己紹介から始まり、次年度の予定は組んでありますが、コロナ

禍の中でできるかどうか、まだわからないということでした。決定事項は、ガバナー公式訪問が８月２５日に、ガ

バナー補佐訪問は８月４日に決定しております。また、去年、第一分区が「ゴミ拾いはスポーツだ」ということで、

スポゴミ大会を行っております。今年は第二分区と合同の開催が決定しました。拾ったゴミの重さでポイントがつ

き、商品が出ます。これは分区の予算で行われます。それから、今年度の分区予算は前年度と同じ予算額でやって

いくと、ガバナー補佐からお話がありましたので、会計、幹事さん、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

 

会員総数 42 名  

出席会員 27 名  

欠席会員 15 名 

出席率  64.29% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   志 賀 利 彦 

ガバナー補佐  安 斎 忠 作 

会   長     村 上 裕 司 

幹   事     生田目 正 志 

       

 

 

週  報  
報 

言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

 

ロータリーソング   四つのテスト 

【新会員紹介者 齋藤健太 会員】 横山さんは瀬上で、賃貸・売買、相互の不動産
業をされております。現在、相馬に住んでおり、相馬から通勤しております。年齢
は４０歳で、不動産総合研究所二代目として、事業承継を引き継いだばかりの若い
経営者です。皆さんにご指導、アドバイスをいただきながら、一緒に成長していけ
ればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
【新会員あいさつ 横山辰徳 会員】不動産研究所の横山です。まだまだわからない
ことばかりですが、皆様にご指導をいただきたいことがまだまだありますので、そ
の時は教えていただきながら、皆様とお話できればと思っております。よろしくお
願いいたします。 
 

月
は
母
子
の
健
康
月
間 

４ 

【渡辺達也会員より御礼】 先日は父の葬儀におきまして、皆さんからお心遣いをいただき、本当にありがとうご

ざいました。１０年前から腎臓が悪く、本来であれば透析が必要でしたが、本人と家族の意向により、自然の成り

行きにまかすということで、病院と施設を行ったり来たりするような生活でした。会長、幹事さんには、陸前高田

までお越しいただきまして、本当にお世話になりました。ありがとうございました。 
 

バッチと四つのテストの贈呈 



◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 小委員長 【合計９１ｓ】 
安斎 忠作会員１０ｓＩＭを延期させてしまい申し訳ありません 
村上 裕司会員 ５ｓ 例会参加いただきありがとうございます。吾妻会員スピーチ宜しくお願いします。 
小笠原尚史会員 ５ｓ 欠席おわび ４月より息子が医師として第一歩を歩みだしました。今後共よろしくお願いします。 
油井 明則会員 ５ｓ 吾妻一夫委員長、親睦旅行の企画準備ご苦労さまでした。今日のスピーチ楽しみにしています。 
吾妻 一夫会員 ５ｓ 今日は話をいただいてから５カ月ぶりのスピーチをさせていただきます。 
鈴木 重忠会員 ５ｓ 長期欠席おわび 吾妻さんスピーチたのしみにしています。 
生田目正志会員 ３ｓ 吾妻会員のスピーチたのしみにしていました。 
鈴木 義明会員 ３ｓ 吾妻さんスピーチたのしみにしております。 
服部 裕一会員 ３ｓ 本日の吾妻会員のスピーチ大へん大へん楽しみにしています。 
佐藤喜市郎会員 ３ｓ 本日の吾妻会員のスピーチ楽しみにしていま～す。 
中島 定宏会員 ３ｓ 欠席が多く申し訳ありません。 
石川 邦俊会員 ３ｓ 吾妻会員スピーチたのしみにしています。 
紺野 容樹会員 ３ｓ 吾妻会員のスピーチ楽しみにしてました。 
佐藤喜市郎会員 ２ｓ 吾妻会員のスピーチ楽しみにしております。 
渡辺 賢司会員 ２ｓ 吾妻会員のスピーチ楽しみです。がんばってください。 

あ渡辺 哲也会員 １ｓ 例会の開催に感謝です。  
◆会員スピーチ  吾妻一夫 会員 

皆さんから「スピーチ楽しみにしております」と、大変プレッシャーをいただき、非常

にあがっております。ロシアの侵攻やコロナの問題がある時期に、私が今日するお話は、

全く的の外れた話になりますが、会長、幹事さん、ＩＭの悩み、ガバナー補佐さん、分区

幹事さん、皆さんがいろんなことで悩んでいらっしゃると思いますので、この時間は休む

ための時間にしていただいて、どうかリラックスして、私のくだらない話でくつろいでい

ただきたいと思います。 

今日は森の石松がなぜ殺されたかという話をしたいと思います。始まりは、清水の次郎

長が、石松に金比羅様に白鞘に収めた刀と金１００両を奉納してこいと言うわけです。そ

の白鞘に収めた刀は、長浜の長兵衛さんが次郎長をかばったために保下田の久六たちに殺され、それに次郎長が怒

って、保下田の久六と代官を斬るわけですが、その時の刀なのです。そして「石松、絶対に酒は飲んではなんねど」

と、皆さんもご存知のように森の石松は酒好きでしたので「親分、俺にはとてもできない」と一旦は断りますが、

大政小政に諭され、代参で金比羅様に向かいます。そして無事に奉納しまして、大阪から伏見に船で渡ります。そ

の船の中で、身請山鎌太郎という当時の大親分の話があまりにも出てくるものですから、どんな親分か見てやろう

と、帰りすがりにその親分の所に立ち寄るわけです。そして、早速「おひかえなさって」と名乗り合い、口には出

さない、体で見せる男の仁義というか、かっこいい仁義を切ったようです。さすがの身請山鎌太郎の貫禄に石松が

驚かされていると、身請山鎌太郎が「私は次郎長親分に借りがある。まだお蝶さんが亡くなって香典をやってな

い。私は香典の真似事をしたい」と香典１００両と、３０両は石松の道中の小遣いとして石松に預けるわけです。

ところが、その１００両を預かったのが運の尽き。途中で悪い奴らと出会ってしまうのです。都田村の都鳥一家、

都鳥三兄弟と言って、嘘つきなその連中と会い、石松は預かったお金の事を話してしまいます。都鳥一家は、ちょ

うどお金に困っており、なんとかそのお金を借りようと算段します。石松も男三人が頭を下げて頼むものですか

ら、情にほだされて、文久２年６月１４日頃にお金を貸してしまうのです。１４日の夜には必ず返すからというこ

とでしたが、１４日になっても返す気はない。この都田村の隣には、石松の幼なじみで兄弟分の小松村七五郎が住

んでいました。一向に訪ねて来ない石松に、小松村七五郎が「なんで来ないんだ」と聞くと「兄貴悪かった。実は

１００両を都鳥一家に貸した。その金を取り戻せないうちは帰れない」と打ち明けるわけです。そうすると小松村

七五郎は「都鳥からはその１００両は取れない。返すやつらじゃない。俺の女房の実家に行って、金は工面するか

ら、それを持って清水に帰れ」と諭しますが、頑固者の石松は「いや必ず取る」と聞きません。悪い事に、その都

鳥一家のもとには、保下田の昔の子分、旅人姿の三人が逗留しており、親分の保下田の久六を斬った次郎長一家が

憎いから必ず仕留めたいと思っていました。そこで「俺らも手を貸すから、お前たちも手を貸してくれ」と都鳥一

家から言われ、そういう話になってしまうのです。石松に閻魔堂で金を返すからと言って、ついて来たところで後

ろから斬りつけます。でもその時は、石松は死にませんでした。「お前たちの５本１０本の刃物が怖くて、この渡

世がつとまるか」と啖呵を切ります。しかし、相手はずるいのです。「石さんに加勢しろ」と油断をさせておいて、

都鳥一家が斬るわけです。そして、石松は小松村の七五郎の所に身を隠します。そのあと、都鳥と旅人衆が、刀を

持って七五郎の家に来るのですが、七五郎の女房のお民が、かっこいい啖呵を切って追い返します。七五郎たちは

石松にここで傷の養生をしろと言うのですが、さっき斬られた閻魔堂まで石松が戻ってしまいます。そこに都鳥一

家たちが「なんだ石松の野郎はたいしたことないな。強い強いと言っていたが逃げてしまった」という話を石松が

閻魔堂の中で聞いてしまいます。黙って引っ込んでいれば、殺さないで済んだのに「俺は逃げたんじゃねえ。お前

たちが来るのを待っていたんだ」と閻魔堂の扉を開けて追いかけますが、下にあった大きな石に足がつまずいて、

斬られた傷の痛みもあって、倒れたところをズタズタに斬られてしまいました。自分では一手も相手に傷を負わせ

られず、残念ながら石松は、最後騙し討ちで斬られます。次の日、七五郎がねんごろに石松を葬ったそうです。 

石松は何で殺されたかと言えば、１００両を都田村の貸元に貸したのが原因で殺されてしまいました。そうでな

かったら、石松はまだ看板男で居られたのではないかと思います。その石松の仇討ちの話もありますが、ちょうど

時間となりましたので、またいずれ世の中が安定した時に、お話をさせていただきまして、今日はこれで終わりた

いと思います。ご清聴ありがとうございました。                  ◆閉会点鐘  会長 

 

 

ポール・ハリス・フェロー 
鈴木重忠会員 

■臨時理事会開催 4 月 21 日（木）13：30～「吉川屋」 

《内 容》①県北第二分区ＩＭについて（ホスト飯坂ＲＣ）②５月の例会プログラム ③その他 
《出席者》村上裕司、生田目正志、石川邦俊、紺野容樹、吾妻一夫、服部裕一、伊堂里佳、菅野浩司、鈴木牧子、鈴木義明、渡辺賢司、 

渡辺達也、安斎忠作、佐藤真也 以上の会員 

石川家より御遺志金（渡辺達也会員）三万円 


