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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2655 回例会 平成 27 年 5 月 15 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      齊藤三智夫 

◇ お客様紹介 

 成田コスモポリタンロータリークラブ  金子 公久 様 

 

◇ ニコニコボックス 

平野 省二 会員：3 月半ばに風邪を引き、日赤に 2 週間、沢田・矢

島両会員からのご指導の元、成田病院へ 2週間、ちょうど 1ヶ月入院

しておりました。その時、右半身に少し麻痺がみられ、只今リハビリ

の最中です。松田会長始め、多くの皆さんにお見舞いをいただき本当

にありがとうございました。ある程度良くなりましたが、もう少しで

なんとか元のように動けるのではないかと思っております。また皆さんにお会いできたこ

とにお礼申し上げます。 

 

角田 幸弘 会員：富里市日吉台に 30年近く住んでまいりましたが、

成田市から健診などでお給料をいただいていることもあり、常々成田

市に居を構えたいと思っていました。この度、成田駅前の成田スカイ

ハイツに引越しをしました。花崎町の先輩方、よろしくお願いいたし

ます。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは。成田コスモポリタンロータリークラブの金

子さんようこそお越し下さいました、ごゆっくり楽しんでくだ

さい。 

今年度も 1ヶ月半となりました。今までの会長挨拶ではロータ

リーの話だけをさせてもらってきました、残りの時間もロータ

リーの話だけで終わろうと思います。 

今日は国際ロータリーの戦略計画の中の「公共イメージとブランディング」についてお話

したいと思います。 

国際ロータリーの戦略計画には優先項目が３つあります。 

１．「クラブサポートの強化」 

２．「人道的奉仕の重点化」 
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３．「公共イメージと認知度の向上」です。 

 

皆さんの襟の、この歯車の記章を見て、それがロータリーのものだと分かる方はロータリ

アン以外ほとんどいないのが現状です。 

 

また、外部の方から「ロータリーとは何ですか」と尋ねられて短い言葉で端的に説明でき

る方は、私たちロータリアンの中にもそういないと思います。 

また、答えられたとしても、その答えは人によってさまざまかと思われます。なぜならロ

ータリーは多様性を重んじ、会員のタイプもさまざまですし、クラブごとに活動内容も異

なります。それがロータリーの良いところですが、同時にロータリーがどのような組織な

のか説明を難しくしている点でもあります。 

 

そこで、外部の方がロータリーの記章を見たとき、誰もがロータリー

という名を連想し、どのような組織で何をしているかということが分

かるようにしよう、というのが、今、国際ロータリーで進めているブランディ

ング、つまりブランド構築ということです。 

新しいロゴ発表では、ＢＭＷ、コカコーラのようにロゴを見ただけでロータリ

ーと判ってもらい、その活動内容までも判ってもらえる「ブランド」にし

ようとのメッセージがありました。 

 

ロータリーに良いイメージを持っていただくためには、まず行動、活動というものが必要

です。しかし、そうした行動や活動が「ロータリー」という名前に結びつくためには、ロ

ータリアン個人あるいは各地区のクラブから発信された情報が「ロータリー」というキー

ワードでくくれるようにしなければなりません。これがブランディングということです。 

 

その際に大きな武器となるのがロータリーの記章です。何か良いことをしている人を見か

けた時、あるいは素晴らしい仕事をされている会社の社長さんを知っている、という時、

その方たちの襟に同じ歯車のバッジが付いていたとしたらどうでしょう。その方は気にな

って、それは何のバッジですか、と尋ねるかもしれません。その時に備え、ロータリーと

はこういう団体で、こういう活動をしています、と簡潔に説明できる用意をしておかなけ

ればなりません。ロータリー全体についてだけでなく、成田ロータリークラブについても、

こういうクラブである、と短い言葉で説明できるよう考えてみていただければと思います。 

 

◇ 表彰 

マルチプルポールハリスフェロー6回目    

神﨑 誠 会員 
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◇ 入会式 

南日 隆男（なんにち たかお）会員 全日本空輸株式会社 執行役員 成田空港支店長 

推薦人 松田 泰長 会員、神﨑 誠 会員 

顧 問 設楽 正行 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会 

奉仕プロジェクト委員会 

職業分類  生命保険 

皆さん始めまして、ANA の南日でございます。本日は、成田ロータリークラブの入会を認

めていただきましてありがとうございます。非常に光栄に存じております。名前の南日で

すが、非常に珍しい苗字ですが出身は富山県富山市の農家の出身です。家は 20年ほど前に

佐倉市に買いました。成田勤務に備えていたのですが、そのあとずっと羽田に勤めており、

ようやく成田へ来ることができました。よろしくお願いいたします。弊社は 1986年 3月 3

日、成田空港からグアム線を国際線の定期便として進出し事業を始め、今年度が 30周年と

いう年です。引き続き ANA グループとして地域社会への貢献をして行くとともに私自身も

ロータリーの活動を通じて自己研鑽し努力してまいりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

◇ 委員会報告 

・親睦  吉田 稔 リーダー 

来週月曜日、歌舞伎観劇のご案内です。 

12時 30分Ｕーシティホテル前集合、25名の参加。 

5月 29日（金）クラブ管理運営委員会を開催。対象の方には本日ご

案内を配布いたしました。 

6月 26日、最終家族例会、ビューホテル。別途案内を流す予定です。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・ネパール大地震支援義捐金のお願い（会員 1人 1,000円を目安に） 

 →本日 36,000円 

・成田青年会議所より例会開催のお知らせ 

 講演会「圏央道がもたらす地域活性化の可能性」 

成田ビューホテル 6/15（月）19:00-21:30 

・会員名簿のチェックをお願いします。 

・例会後、長期計画（CLP）委員会を開催 

・訃報 成田ＣＲＣ宮崎会長のご令室様逝去 

    ナリコー寺台ホール 通夜 5/17（日）18:00- 葬儀 5/18（月）11:00- 
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◇ 卓話 

趣味とその周辺----- 書道、変体仮名、成田英漢義塾 

大澤 浩一 会員 

 

 前会員でプログラムリーダーであった松村さんから例会の卓話で何か話せと言われ、私

もプログラム委員なのでお引き受けしました。 

 最初は何か、仕事に関したこと、具体的に言うと大学入試に関することをお話しようか

と思ったのですが、趣味になりつつある書道とそれに関したことをお話しすることにいた

しました。 

 

 私は元々字が大変下手でした。現役の教員の頃は生徒に感想を書

かせると必ず、もっとわかりやすい字を書いてくださいというよう

なことを言われました。わかりにくいということなのですが、要す

るに下手なわけです。 

 これには小学校の時きちんと学ばなかったという原因があるので

すけれど、中学・高校になってからも、字は勉強の本質とは全く関

係ないなどと自分勝手に理由をつけて文字をきれいに書くことをし

ませんでした。 

 ところが、６０歳を過ぎて、もっと正確に言うと６５歳の夏からでしたが、急に書に目

覚めてしまいました。字は下手ではあったのですが、書道や、それから美術、音楽等につ

いては関心を持っていました。それが、何がきっかけであったと言うわけでもないのです

が、急に書を勉強してみたいと思ったわけです。思うと同時にもう始めていました。 

 

 学校という所は勉強するには非常に便利なところです。それぞれの専

門家がいるので、何でも聞けるし、教えてももらえます。 

尤も最近は皆忙しいので、あまり邪魔にはならないようにしていますが、

遙か以前音楽の先生からピアノの最も基礎的なことを教えてもらったり、

剣道の先生から剣道を教えてもらったり、あるいは英語の先生から英語

を教えてもらうなど、結構教えてもらう機会はありました。 

 書道も例に洩れず、先ず書道の先生に楷書の手本を書いてもらい、それをまねて書くこ

とから始めました。一番初めは中国東晋の王羲之（３０３？～３６１？）「蘭亭序」（らん

ていじょ）、次は初唐の王陽詢（５５７～６４１）「九成宮醴泉銘」（きゅうせいきゅうれい

せんめい）でした。更に同じく初唐の虞世南（５５８～６３８）の「孔子廟堂碑」（こうし

びょうどうひ）などでした。これらは書道を始める人が大抵習うものかと思います。 

 

 これを半切（はんせつ）と言って、幅３４．８センチ（１．１５尺）、長さ１３６．３セ

ンチ（４．５尺）の紙に書きます。「蘭亭序」は学校用と自宅用と２枚書いてもらったので

すが、両方とも手本の紙がすり切れてしまいそうです。それでもとてもうまくは書けませ

ん。 

 書いたのを時々先生に見てもらってコメントしてもらい、それで又書くということを繰
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り返すのですが、あまり同じことをしていると飽きてきます。それで、教科書会社が見本

用にくれた書道の教科書をもらい、それに出てくるものを書いたりもします。最近の教科

書は大変よくできていて、ほとんどがＡ４判ですし、カラフルです。 

教科書は大きく漢字と仮名に分かれており、篆刻についても触れています。漢字は楷書、

行書、草書とあります。それに隷書（れいしょ）や篆書（てんしょ。甲骨文、金石文、大

篆、小篆など）なども載っています。時代も当然ながら、中国古代から近代の清に至るも

のを含みます。更に日本人の書、具体的には三筆と言われる空海（７７４～８３５）や嵯

峨天皇（７８６～８４２）、橘逸勢（？～８４２）などです。 

仮名も三蹟と言われる小野道風、藤原佐理、藤原行成や更に紀貫之などから江戸時代の

良寛、現代の書家のものまであります。また、やや専門的な書の手本を自分で買い求めた

りもします。 

そんなわけで、教科書を見ていると、いろいろ書いてみたくなります。

書を始めてまだ２年にもならないのに、生意気だとは思いつつも、楷書

から行書、草書、そして仮名まで書きます。 

邪道かと思い、書道の先生、まだ３０代半ばですが、既に日展に入選し

たこともあります、この先生が寛大でいろいろ書くのも勉強だと言って

くれるので、まあ、思うままにその時々心を惹かれたものを結構自由に

書いています。 

 

ところが、草書は崩し方がよくわからないと困りますし、読めないのも困ります。特に

仮名は変体仮名がわからないと読めません。変体仮名というのは今の平仮名とはちがいま

す。明治３３年（１９００年）小学校施行規則改正例が出て、このとき変体仮名もこれを

使うようにと定められます。それ以前の変体仮名は、例えば、「あ」でも「安」から崩した

ものがあったり、「阿」から崩したものがあったりします。「す」などは「寸」、「春」、「寿」、

「須」等多くあります。 

しかも書いた人によって癖がある。だからなかなか読めません。私は大学時代国文科、

つまり日本文学科でそんな授業もあったのですが、まったく苦手でした。それ以前に、自

分は近現代文学が専門だなどと決め込んでやらなかったのですね。 

それが、書道を始めて草書や仮名を書いているうちに、仮名を少し読んでみようという

気持ちになったのです。 

 

それで、大学時代にやった藤原定家の書いた「更級日記」を本棚の奥から引っ張り出し

てきて読んだりしてみました。また、ふと思い出したのですが、家に江戸時代の版本があ

ることを思い出しました。取り出して２，３冊読んでみると江戸末期の文化文政、天保の

時代のものとわかりました。 

具体例を出しますと、例えば『実語教童子教證注』、これは子供たちに礼儀等を教えるた

めのものですが、天保１０年（１８３９年）のものでした。また、１冊は『古状揃證注』、

これは表紙また裏表紙が取れてしまっていて明確にはわからないのですが、他の同じよう

な本と併せて考えると、天保４年（１８３３年）のものと思われます。 

読んでみると、読めなくもありません。 
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読めない文字でも繰り返し出てくると文脈から何とか

想像ができ、またこの字を崩したものなのかというこ

ともわかります。これは書の練習をしていて、いろい

ろな仮名に出会っている効果でした。 

 

 

 ここで、少し書道からは離れますが、ではこんな江

戸時代の版本が何故我が家にあったのかと言うことについてお話ししたいと思います。 

 私は大学時代、下宿していたり、寮に住んだりしていました。大学を卒業して１年だけ、

東京の私立高校に勤め、その時も下宿していたのですが、成田の実家に帰り結婚しました。 

今の我が家は私の大学時代、今から４５年くらい前に建て直したもので、結婚後もそこ

に住んでいたのですが、子供も生まれ祖母、両親もいて手狭になったので、同一敷地内に

我々の家を建てることにしました。このとき、以前からあった物置を取り壊すことになり

ました。すると、そこから、昔風の小さな本箱（幅５０センチ、奥行き４０ｃｍ、高さ７

０センチくらい）が出てきて、その中に江戸時代の版本やら明治初期の小学校で使った教

科書などが出て来たのです。 

 

ここから話が更に飛ぶのですが、これは成田高校

にも少し関係があります。 

今、本が出て来たと言いましたが、実は私がそこ

に置いておいたのです。ではいつ、なんで私がそれ

を置いたのかということですが、それは我が家の本

家と関係します。 

 

先ず本の所有者から言うと、これは私のところの本家の今から３代前の人です。大澤熊

五郎と言いましたが、慶応２年（１８６６年）の生まれですから、夏目漱石などより２歳

年長ということになります。 

日本の学校教育が始まるのは明治５年（１８７２年）の学制によってですが、これによ

って日本各地に小学校が数多く作られます。例えば成田小学校は明治６年の３月寺台の永

興寺に開講しました。当時は東谷小学校と言い、明治８年（１８８７年）３月に移転して

成田小学校と呼ぶようになりました。 

私は八生小学校の出身ですが、前身の押畑小学校がやはり明治６年にできています。翌

明治７年年には、松崎校、大竹校、宝田校が開校しています。この宝田校に熊五郎は通っ

たらしく、その小学校で使った教科書も出てきました。 

 

明治１６年（１８８３年）熊五郎はこの小学校を出てから北総英漢義塾という塾で学ん

でいます。これは明治１６年（１８８３年）、現在の成田市土室に小倉良則（弘化５年＝１

８４８～大正９年＝１９２０）が創設したものです。ここでの同窓には後に商工政務次官

になった吉植庄一郎や成田町長になった三橋金太郎がいました。三橋金太郎は、成田山東

門の旅館あづま屋さんに生まれ、成田英漢義塾の第１回生でした。私立成田中学校設立に

関しても大変尽力してくださった方です。序でながら庄一郎の子供が庄亮で歌人として北
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原白秋などとも交流があり、後に立憲政友会から衆議院議員にもなっています。 

 

彼は当時の成田山新勝寺の三池鳳照貫首とも親交があった

らしく、北総英漢義塾創設の時にも相談したようですし、実

際三池貫首は正月には土室の英漢義塾まで年賀を兼ねた塾生

激励にお出ましになられました。 

また彼は実業家でもあり、政治家でもありました。後に成

田鉄道や成田銀行を設立し、県会議員や国会議員もしていま

す。北総英漢義塾はそれで、明治２０年（１８８７年）には

閉鎖されるのですが彼は三池貫首にそれを引き継いでくれる

よう依頼します。 

こうしてできたのが成田英漢義塾（明治２０年＝１８８７年

１０月創設）で、これが元になって成田高校の前身である私

立成田中学校が明治３１年（１８９８年）にできるわけです。 

北総英漢義塾ではこの名前の通り英語と漢文を主に数学なども教えたようです。良則は

福沢諭吉を尊敬し、慶應義塾に惹かれていたらしく、義塾の名前も慶応に倣ったようです

し、英語の先生は慶応出を採用したとのことです。漢文は自ら教えました。 

 

先の熊五郎の蔵書に戻りますと、その中には江戸時代の漢詩人として名高い頼山陽の『日

本外史』や漢文の名詩文集である『文章規範』などもありました。これは、多分良則が買

い求めたものではないかと思います。と言うのは、良則は北総英漢義塾創設の前に東京に

出て勉強し、今井芳州（？～明治２２年＝１８８９年）いう儒学者兼国文学者に漢学等を

習っていますので、この時に買い求めたものではないかと思います。江戸時代は出版もか

なり盛んです。 

また、熊五郎自身が求めた書籍もあり、これは巻末にそのように本人が記していること

からもわかります。 

 

ところで熊五郎は１７で結婚するのですが、そのお嫁さんになったのが、小倉良則の長

女のみつでした。但し、熊五郎が長男であるにもかかわらず、みつがこちらに来たのでは

なく、熊五郎が土室の良則家に入っています。後に実家に帰るわけですが、ですから熊五

郎は向こうに入ってそのまま塾生として勉強していたわけです。 

熊五郎は八生村長や印旛群会、当時はこんなものもあったのですね、その議長、また千

葉県議なども務めた人でした。その息子は新三郎と言いましたが、この人がまた親父の血

を継いで政治に興味を持ち、今から４代前でしょうか、藤倉病院の院長さんと成田市長を

争い、破れてしまいました。そして大分借金等を作ったものと思いますが、結局その息子

の代に屋敷と土地を売って引っ越していくことになってしまいました。 

 

ここでようやく話が本のことになるのですが、江戸時代の版本や明治初期の教科書など

まで引っ越して行くのに持ってはいけない。それでその類のものに多少興味関心を持って

いた私が我が家の物置に引き取ったという次第です。 
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この蔵書を見ていると、その中には書の法帖、要するに手

本のことですが、そんなものも何点かありました。その一つ

に江戸時代の御家流（おいえりゅう）の元になった清蓮院流

（しょうれんいんりゅう）の創始者である尊円法親王の手に

なるものもあってびっくりしました。御家流というのは江戸

時代の公式文書を記載するのに用いられた文書であると同時

に庶民も広く用いました。印刷もすべてこの字体で行われて

います。歌舞伎で使われる勘亭流などもこの字体の変化したものです。 

 

と、言ったわけで、書を始めたことから、書だけでなく変体仮名

に興味を持ったり、成田高校のことや成田の歴史に関することまで

勉強できて大変よかったと思っている次

第です。 

書への興味がいつまで続くかわかりませ

んが、今しばらく続けてみようと思ってい

ます。 

ご清聴、ありがとうございました。 

 

※ 平山秀樹会員よりニューモラルをいただきました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 4月 16日 地区米山記念奨学委員会 

堀口 路加 会員 4月 18日 米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

堀口 路加 会員 5月 14日 地区米山記念奨学委員会 

松田 泰長、佐瀬 和年、石川 憲弘、石橋 菊太郎、神﨑 誠 

設楽 正行、小宮山 四郎、橘 昌孝、喜久川 登、諸岡 康彦 各会員 
5月 15日 長期計画（ＣＬＰ）委員会 

松田 泰長、神﨑 誠、堀口 路加、矢島 紀昭、深堀 伸之 

近藤 博貴、橘 昌孝、滝澤 尚二、鈴木 敏道、佐瀬 和年 各会員 
5月 15日 クラブ広報委員会 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ４３ ２１ ６７．１９％ ６９．８４％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


