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吾妻 一夫会員 ５ｓ 今日スピーチをさせていただきます。みなさんのようにりっぱな話ができなくてすみません。 
村上 裕司会員 ５ｓ 吾妻会員のスピーチ楽しみにしております。 油井 明則会員 ５ｓ 吾妻一夫さんのスピーチ楽しみにきました。 
畠  隆章会員 ３ｓ アンケート協力よろしくお願い致します。    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。 
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2021 - 2022 年度 ◆ 例会日／木曜日１２：３０ ◆ 例会場／かむろみの郷 穴原温泉 匠のこころ 吉川屋 
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第 5 回 [ 3047 ]回目 例会報告  令和３年 (2021）１８月１５日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  村上裕司 会長                             
 
◆国歌 ◆ロータリーソング 〔奉仕の理想〕            
 
◆四つのテスト 鈴木牧子 職業奉仕委員長 

 
【 ８月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 
８月 １４日 白川明美様（敏明会員）    ８月 １７日 中島ミドリ様（定宏会員）  
８月 １８日 吾妻洋子様（一夫会員）   

∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 8月 10日  渡邊哲也 会員 ♫♫♫♫♫ 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

皆さん、毎週毎週の炎天下の中、日ごろから大変なお仕事をされていると思います。大

変お疲れ様です。こういう暑い時にも、例会へのご出席を多数いただきありがとうござい

ます。新聞報道にもございますが、県内での新型コロナ感染者数が最大という、とても危

険な状況になってまいりました。今も出来る限りの安全対策を取り、例会を進めておりま

すが、各種団体も中止や延期が増えてきましたので、今後のロータリーの例会に関しまし

て、冷静に判断をして進めていきたいと思います。本日の例会終了後の理事会で協議をさ

せていただければと思っております。また、急ではございますが、大鳥中学校の陸上への

支援に関しまして、佐藤喜市郎会員よりご説明がありますのでよろしくお願いいたします。 
 
◆大鳥中学校へ激励金のお願いと米山記念奨学生による体験発表の報告 佐藤喜市郎 委員長 

先週は、薬物乱用防止指導協議会へ多大なる皆様方のご好意ありがとうございました。今

回の大鳥中学校への支援につきましては、本年度の伊堂青少年奉仕委員長さんからも、飯坂

小学校や北高校への支援はあるので、やはり中学校の方にも何かあればというお話が以前

ございました。私は主任児童員として各学校を訪問させていただいておりますが、その時に

大鳥中学校の鈴木校長先生から素晴らしい生徒がいるというお話があり、実はそれが事務

局丹野さんのお孫さんだったのです。お名前は丹野星愛さん、陸上の１５００ｍで県大会は

当然優勝。そして、東北大会にも出場しますが、すでに全国大会の標準基準を突破している

ので、全国大会に出場するというお話でした。これほどご縁がありますので、皆様方の温か

いご支援を賜り、ご協力いただければ、非常にありがたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。続け

て、7月３１日にリモートで米山奨学生１９名の体験発表がありました。一人一人の発表を聞きましたが、皆さん

素晴らしい発表でした。まさに、我々は飯坂ロータリークラブの奨学生として岳君を支援しておりますが、米山と

いうのは米山梅吉翁が設立して、それをロータリアンが脈々とつないでいるものなのだなと思いました。 
 
◆副幹事報告 紺野容樹 副幹事 
Ａ．来 信 

  ❶国際ロータリー日本事務局より           ❸いわき分区ガバナー補佐 阿部弘行 氏より 
「８月のロータリーレートの案内」          「ロータリー奉仕デーご記入のお願い」  
１ドル １１０円（現行１１１円）          と き ９月１２日(日)８：４５～（予備費９月２６日） 

❷ガバナー 志賀利彦 氏より              ところ 薄磯海岸 
 「地区大会記念ゴルフ大会日程変更の案内」     ❹福島ロータリークラブより 

と き １０月３日（日）に変更（現行９月１２日） 「７０年のあゆみ」 
Ｂ．メーキャップ報告 

７／３０  福島東ロータリークラブ              安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員 
７／３１  地区米山記念奨学生による体験発表報告       村上裕司、佐藤喜市郎、安斎忠作 各会員 
８／２   福島しんたつロータリークラブ           安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員 
８／３   梁川ロータリークラブ               安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員 
８／４   保原ロータリークラブ               安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員  

◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 小委員長 【合計５１ｓ】 
安斎 忠作会員 ５ｓ 県北第二分区各クラブ訪問を無事終えて 吾妻さんのスピーチ楽しみにしています。 

会員総数 41 名  

出席会員 30 名  

欠席会員 11 名 

出席率  73.17% 

  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 

 

畠隆章会員よりアンケートのお願い  
飯坂の重鎮であるロータリーメン

バーの方々に、吉川屋に対してどの
ようなイメージを持っておられるの
か、アンケートにご協力いただけれ
ばと思います。よろしくお願いいた
します。 
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激励金を手渡す伊堂青少年奉仕委員長 

 ８月５日大鳥中学校へ激励金の贈呈 

陸上 1500ｍ全国大会出場 

丹野星愛さん（事務局丹野さんのお孫さん） 

服部 裕一会員 ３ｓ 吾妻会員の久しぶりのスピーチ大変楽しみにしていました。がんばって下さい。 
渡辺 達也会員 ３ｓ 吾妻さんスピーチ楽しみにしています。出席率１００％表彰ありがとうございました。 
小笠原尚史会員 ３ｓ 欠席おわびです。               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。 
鈴木 牧子会員 ３ｓ 吾妻会員のスピーチ楽しみにしております。   中島 定宏会員 ２ｓ 吾妻さんのスピーチ楽しみにしています。 
伊堂 里佳会員 ２ｓ あずま会員様のスピーチを楽しみにしています。 西山 友幸会員 ２ｓ アズマさんスピーチお願いします。 
西條 博之会員 ２ｓ 吾妻会員スピーチたのしみにしています。 
菅野 浩司会員 １ｓ 吾妻会員のスピーチ楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 
渡邊 哲也会員 １ｓ 吾妻会員のスピーチを楽しみにしています。よろしくお願い致します。 

 
◆会員スピーチ  吾妻一夫 会員 

この貴重なお時間を、私の話にお耳を傾けていただくことに、始めに感謝を申し上げ

ます。最初に一つだけ、先だっての読売旅行の会合での会長のお話の中で、気に入った

言葉がありました。「大谷選手もあの大記録を上回るにはバット振らなければ生まれな

い。コロナコロナと頭を下げていないで、いろんなことにチャレンジをしてはどうか」

と聞いて、なるほどなと感じてきましたので、皆さんにお話をさせていただきました。 

次に、いよいよ「吉良の仁吉」の話をさせていただきます。言わずと知れた昔の侠客

です。なぜ私が取り上げるのかというと、現代に無いものが非常にこの物語の中に、実

際にあった話ですが含まれているわけです。それは心を打ちます。皆さんもご存知のよ

うに、この荒神山の喧嘩で仁吉は殺されてしまうのですが、恩義のために命を捨てると

いう話なのです。その荒神山の縄張りを守っていたのが伊勢の吉五郎（神戸長吉）という親分なのですが、荒神山

の縄張りを穴太の徳次郎に奪われてしまうわけです。そこで、仁吉は神戸長吉のために一肌脱がなくちゃいけない

ということが事の始まりなのです。うまく物語ができているなと思うのは、その徳次郎の妹を吉良の仁吉は女房に

しているわけです。それで義理に挟まれて、我慢に我慢を重ねていたのですが、とうとう仁吉は女房のお菊に離縁

状を渡すわけです。しかし、お菊さんは「兄さんがどうあろうとも、私は仁吉さんの妻です。どんなことがあって

も離れるわけにはいかない。」と言うのですが、お前の気持ちはわかるが、この場は俺を男にしてくれと実家に帰

します。そして、いよいよあの徳次郎と対決をするわけです。決戦になる２日前に、仁吉が清水の次郎長に加勢し

てもらうよう手紙を出すのですが、次郎長はそれを読むより早く、森の石松、大政、小政、大瀬半五郎、追分三五

郎、総勢合わせて１２名を連れて、仁吉の所まで行ったそうです。しかし、仁吉は鉄砲で撃たれ、挙句の果てに刀

で右肩から切られてしまい、その荒神山で命を落としてしまいます。ここで一番に考えなくてはならないのが、義

理と人情は本当に古い話なのかということを私は考えてみたいと思うのです。あの村田英雄さんの歌の中にもあ

ります「義理が廃れば この世は闇だ」そういう人生劇場の一節も仁吉の歌なのです。「俺も生きたや 仁吉のよう

に 義理と人情のこの世界」と歌っております。また、三笠優子さんや島津亜矢さんも仁吉を歌っています。こん

なにも仁吉が有名になったのは、やはりかわいい女房を離縁してでも、男の義理を立てるというところに魅力があ

るからではないでしょうか。私もせがれやうちの社員に「世話になったことは忘れてはいけない。絶対に返すつも

りじゃなくて、誰かにその気持ちを伝えなくちゃいけない」ということをよく家で話をします。この話は浪曲、講

談師、あらゆるところでお話になっています。世に言う荒神山の喧嘩に乗り込み、吉五郎側は勝利をおさめました

が、仁吉は鉄砲で撃たれたうえ、斬られて亡くなりました。享年２８歳だったそうです。文献によりますと、実際

には結婚していなかったようです。ただ、講談などで結婚したというようなストーリーに出来上がったようなので

す。人物像としては、義理に厚く、まれにみる仁吉の一生を、講談師、浪花節、演劇、数々の映画、歌謡曲などの

主題として、よく取り上げられる存在となりました。お墓は一周忌に次郎長が太田家の遺族と共に建立したそうで

す。今も生誕地の吉良町の源徳寺に残っております。荒神山観音寺（三重県鈴鹿市）に残る吉良仁吉之碑は、後世

に二代目広沢虎造が建立したようです。講談師や浪曲師が題材にしたということで、お墓を建てたのではないかと

思っております。このお話は正義派というか、全体を見回しても荒神山の縄張りは、やはり伊勢の吉五郎（神戸長

吉）に預けておかなければ、地元の人たちが大変で泣かせられるのではと、伊勢の吉五郎にみんなが援助したわけ

です。ところが、男の義理のために立ち上がった吉良の仁吉は、そこで死んでしまった。吉良の仁吉は、一躍荒神

山の喧嘩で一気に有名人となりました。やはり、やるとなったら、男はやらなくちゃいけない。それは、人を蹴散

らしてまで自分が伸びるのではなく、みんなと共存しながらやっていかなくてはならないということを物語って

いるのかなと思います。きちんと筋を通す男にならなくては、日本が今欠落しているのはそういうことではないの

かと思います。筋はきっちりつけて、その上でみんなで話をうまく丸めて、仲良く生きていきたいと思います。こ

れは「みんなのためになるかどうか」だったです。仁吉は徳次郎にまかせては、みんなが泣かせられてばかりにな

るので、俺はみんなのためになるからやるのだと、徳次郎の手下や岡っ引（十

手持ち）の仲介も断って、俺はやるのだということで、自分の女房の兄貴の徳

次郎を切るために、立ち上がったわけです。その義理とは何かと言ったら、次

郎長の世話で神戸長吉も吉良の仁吉も大きくなりました。そういう兄貴分であ

る神戸長吉に仁吉は答えたわけです。仁吉の名前には“仁”という字が入って

おります。徳をもらって生まれてきた人なのです。これで私の話を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。     ◆閉会点鐘  会長 

 

 
■第３回理事会開催 8 月 5 日（木）13：30～「吉川屋」 

《内 容》①2021-22 年度予算案について ②クラブ内の新会員研修会について  
③今後の例会の持ち方について ④９月の例会プログラム ⑤その他 

《出席者》村上裕司、紺野容樹、斎藤孝裕、吾妻一夫、服部裕一、伊堂里佳、 
亜    菅野浩司、西山友幸、鈴木牧子、鈴木義明、渡辺賢司、渡辺達也、 
あ    佐藤真也、佐藤喜市郎 以上の会員 


