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《会長スピーチ》

平塚 德則

平成 18 年 2 月 20 日に作った社員教育ならびに他の
会合で話した “日本の国歌『君が代』について”を今
日はお話したいと思います。
（以下配付資料より抜粋）
■日本の国歌『君が代』に「千代に八千代に…苔の
むすまで」という歌詞がある。
「永遠に栄えますよ
うに」と言う意味が込められ、宇宙森羅万象がす
べて弥栄(イヤサカ)に栄えて、そして永遠に発展
していくように、という願いと祈りの歌である。
■『君が代』の発祥の地は岐阜県春日村。この地の歌
に出てくる『さざれ石』は、昭和 52 年に天然記念
物に指定されている素晴らしい石で、およそ 30ｔ
の大きな石で、一個一個別々の小さな石が集まり、
大きな巌になっている。要するに、一つずつの石
が全て原形を留めたまま、本来の石の持つ個性を
保っていながら、小さい石が寄り集まってできた
その岩は、一つの大きな巌になっているのである。
■この岩がなぜ『君が代』と関係するかと言えば、
平安時代に近江の国から藤原朝臣石位左衛門とい
う人が、木地椀(キジワン)の良材を求めて美濃の
山中へ木を探しにやってきたところ、この岩を見
て「なんと素晴らしい石だ」と思ったそうである。
そして、自分がお仕えしていた文徳天皇の皇子、惟
喬親王(コレタカシンノウ) に捧げる意味で、
「わが君
は千代にましませ さざれ石の巌となりて 苔のむ
すまで」という『君が代』の本歌を詠んだのであった。
この人は、あまり高い身分ではなかったため、
紀貫之が 905 年(延喜 5 年)に『古今和歌集』を編
纂し、巻第七の中にこの歌が再録された際、詠み
人知らずとされたのです。そしてその古今集の歌
に、明治 1 3 年に宮内庁の雅楽の楽士 林広守さ
んという方が、今のような曲をつけた。日本では
明治 13 年から国歌として歌われてきたわけである。
■それが第二次世界大戦後、一部の文化人や教育者から
『天皇家の歌』である、あるいは『君が代』は
帝国主義の歌であるととらえられ、学校で歌う
ことに反対する運動が起こるなど『君が代』問
題は最近まで続いている。
■さざれ石は、人工的にできたものでなく、自然に
出来上がったもので、この石は人間社会における
組織のあり方を示しているように感じられる。
世の中に大勢の人がいて、個々の特性、特徴、性格
はてんでんバラバラだが、それをお互いに許し合い、
認め合って組織というものが出来上がっていく。
『個』
という字は、人が固まった姿を表現している。人は一
人では生きていけない。結局お互いに支え合い、許し
合い、合い助け合わなければ生きていけないのであ
る。さざれ石は、小石一つ一つが寄り集まって大きな
岩を形成し、何千年、何万年と苔むすまで存在し続け
ている。真に強い組織、崩れない組織を作るには、さ
ざれ石のごとくあらねばならないと思う。
以上、参考になりましたか。

◆イニシエー ションスピーチ ◆
田中清彦 会員
大和ハウス工業株式会社 南
多摩支店で支店長をしておりま
す。
昭和48 年生まれの46 歳で、
現在は妻と 2 歳の娘と３人で稲
城市に住んでおります。
イニシエーションという言葉
は、入社式・成人式と訳されるこ
ともありますので、
本日は二度目
の成人式のつもりで、自分の人生を振り返ろうと思います。
丸紅勤務の父の仕事の関係でメキシコシティに移り子
供時代の 5 年間を過ごしました。異文化交流に加え、カ
ンクーンやアカプルコへの家族旅行が良い思い出です。
タコスの味は最高でした。帰国した当時、実家のある浦
安市はディズニーランド建設が始まった頃。私と姉は小
学校低学年で周囲も帰国子女を珍しがるぐらいでした
が、中学１年の兄の状況は違っていました。その頃、父
の中東への赴任も重なり、母は一人で子育てと家庭を支
える役を担っていましたので様々な苦労があったと思い
ます。私自身は中学のサッカー部、高校でのアルバイト
と楽しく過ごしました。大学は日本大学文理学部に入学
しましたものの希望の学部ではなかったため勉強に気持
ちが入らず、留年をすることに。しかしこの留年が、就職
活動では自分の好きな仕事で勝負したいという強い動機
付けとなり、その結果、大和ハウス工業に入社。住宅とい
うお客様にとって一生に一度の買い物に立ち会う仕事は
とても充実していました。建築設計の知識やテクニックを
知ることは刺激とやりがいがあります。各地の支店を巡り
1 年半前に南多摩支店に支店長として赴任しました。
そん
な折り、消費税増税など住宅セールスには厳しい中で出会
ったのが三和設計の佐藤社長でした。佐藤社長から都議会
議員を紹介して頂くなど、地域に長く深く関わる方々と出
会いを頂きました。新参者の私へのご配慮に、感謝ととも
に佐藤社長の人望の厚さを大変心強く感じております。縁
有って八王子市へ来たからには、地域貢献も然ることなが
ら、自分にも意味のある場所にしたいと思っています。
「ロータリーを楽しんでいますか？ロータリーを楽し
んで下さい！」このシンプルなメッセージは、先日に参
加した、地区新会員オリエンテーションでの小金井ロー
タリークラブ田中靖ガバナー補佐の言葉です。このロー
タリーで気持ちの通じる仲間ができることに大いに期待
しております。また、先輩方の所作が、とても魅力的に
感じられます。皆様とのお付き合いの中で自分の糧にし
ていきたいと思っております。ゴルフは八王子支店長に
なってから始めたのですが、皆さんとプレーできること
を楽しみにしております。何年後かに、ロータリー活動
の楽しさを語れるようになればと感じております。

本日の式次第
◎開 会 点 鐘
平塚德則 会長
(18:00)
◎国 歌 斉 唱
「君が代」
◎お客様のご紹介
平塚德則 会長
東京世田谷ＲＣ
矢作千鶴子 様 (下写真)
◎三祝(ハッピーバースデーソング)
馬見塚 潔 親睦副委員長
会員誕生日：千葉謙一 会員
結婚記念日：佐藤武文 会員
山本武司 会員
戸塚万豈 会員
◎会長スピーチ
平塚德則 会長
◎幹 事 報 告
千葉謙一 幹事
◎委員会報告
・秋の花植え事業
小嶺和昭 社会奉仕副委員長
・会員増強について 佐藤武文 会員増強特別委員長
◎イニシエーションスピーチ
田中清彦 会員
◎閉 会 点 鐘
平塚德則 会長
(19:00）
◎ニコニコ箱 片桐 貴行 会員
円)
◎出席報告
森安 紀雄 会員

◎幹事報告

千葉 謙一 幹事

① ホワイトボードに掲示
10/24(木)「世界ポリオデー イベント等」について

② 例会ポストに配布
・ハイライトよねやま Vol.235
・ロータリーの友 11 月号

③ 今後の例会予定について
次回は 11/7 日(木)「多摩南グループＩＭ」
会場：ベストウェスタン レンブラントホテル東京町田
次々回は 11/19(火)「東京飛火野ＲＣ合同夜間２回例会」
時 間：18：00-20：00
会 場：八王子ホテルニューグランド 1F カンタベリー
催し物：太鼓一座、フードドライブ

【メークアップ】
田中清彦会員 新会員オリエンテーション(10/29)

15 名：計 50,000 円

累計 780,502 円

(年度予算 1,500,000 円)

会員総数

出席者数

出席率

欠席者数

前々回出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

欠席者数

賜暇

３０名

１９名

63.33%

１１名

72.41%

２名

８名

０名

《 ニコニコ特集 》
平塚德則君 東京世田谷ロータリークラブ矢作千鶴子
様ようこそお越しくださいました。当クラブの例会、
楽しんで行ってください。
千葉謙一君 矢作様、ようこそ八王子東ロータリーク
ラブにお越しくださいました。ごゆっくりしてくだ
さい。また本日は田中さんのイニシエーションスピ
ーチを楽しみにしております。
片桐貴行君 11/1(金)に職業奉仕セミナーに参加して
まいりました。大変勉強になりました。私も職業奉
仕でみなさまのお役に立ちたいと思います。
加藤 登君 矢作千鶴子様、ようこそ八王子東ＲＣへ。
タイではお世話になりました。八王子織物の良さの
伝達を宜しくお願い致します。
近藤義之君 おでんの美味しい季節になりましたね。
インフルエンザの予防接種は是非、早めにお受けく
ださい。今年のワクチンは効くと思います。
《11 月の予定 》ロータリー財団月間
5 日(火) 理事会・夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
7 日(木) 多摩南グループＩＭ
会場：ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ東京町田
12 日(火) ＩＭの振替休会
19 日(火) 東京飛火野 RC 合同夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
26 日(火) 2 回例会振替休会

佐藤武文君 本日は田中会員のイニシエーションス
ピーチを楽しみにしています。
髙原一郎君 今週は昼勤のみです。なぜか『うれし
い』です。
高見澤幸也君 寒くなって来ました。お体にお気を
つけ下さい。
田中清彦君 部下の成長を感じた一日でした。
橋本幸一君 自転車は寒い。
馬場れい子君 ニコニコに協力して。
松宮兼房君 ニコニコに協力して。
馬見塚潔君 今年も残り2ヶ月余り。健康に気をつけ
て乗り切りましょう。
水長秀彦君 矢作様ようこそお越しくださいまし
た。タイではたいへんお世話になり、ありがとう
ございました。また本日の田中清彦新会員のイニ
シエーションスピーチ楽しみにしていました。
森安紀雄君 ニコニコに協力して。
《 12 月の予定 》疾病予防と治療月間
3 日(火) 理事会・夜間例会(三祝)
会場：ザ・ビー八王子
10 日(火) 通常例会
会場：ザ・ビー八王子
17 日(火) クリスマス夜間 2 回例会
会場：八王子ホテルニューグランド
24 日(火) 2 回例会振替休会
31 日(火) 規定による休会

東京八王子東ロータリークラブ/ＲＩ第２７５０地区多摩南グループ
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