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本日　１月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「職業奉仕はロータリーの根幹か ？ について」

職業奉仕委員会 委員長 猿田　隆夫 会員

次週　１月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ダイヤモンドクロッシング」

とさでん交通㈱専務取締役 亀川　代平 氏

第2405回　例会報告／平成31年１月９日　天候　晴　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、あけましてお
めでとうございます。寒
い日が続いていますが、
皆さまにおかれまして
は、それぞれに楽しいお
正月を迎えられたのでは

ないかと思います。東ＲＣも50周年の節目を
過ぎて51年目に入りますが、今年も東ＲＣが
健全に、楽しく、よい１年となることを祈念
したいと思います。
　私は相も変わらず、元旦からほとんど家を
出ず、お酒と一緒に寝たり起きたりのだらし
ない毎日を送っていました。４日に釣りに
行ったのですが、ほとんど釣れず、悲しいよ
うな１年の幕開けでした。
　ロータリーの会長を務めて半年が過ぎまし
た。大きな行事もありましたが、冬来たりな
ば春遠からじと言います。何とかあとの半年
を乗り切って、楽しい東ＲＣを過ごしていき
たいと思います。本年も何とぞよろしくお願
いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生　　大川内孝典　　田内　正文
　山村　一正　　鬼田　知明　　猿田　隆夫
　山本　庸平　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　中西　祥子　　西森　美和　　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　岡本　　豊　　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉
◇幹　事　報　告
・水曜会主催のバザーを１月13日㈰に行いま

す。９時半集合です。
・１月のロータリーレートは１ドル112円です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●
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１月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会（称名寺）
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　明けましておめでとうございま
す。会長職も半分やっと過ぎました。「冬来
たりなば春遠からじ」あと少しと思い頑張り
ます。ちなみに、このことわざは日本ではな
くイギリスの詩人シェリーの「西風に寄せる
歌」から来ているそうです。　　　　
 ● 松本隆之　新年あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いいたします。
昨日、コンビニの駐車場で５万円拾いまし
た。忘年夜間例会のジャンケン大会優勝とい
い、少しこわいです。もちろん、交番に届け
ました。
 ● 前田　博　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしく！昨年50周年記念、重ね
ておめでとうございました。いい企画の50周
年になったと思います。担当の皆さん、ご苦
労さまでした。
 ● 石川　健　皆さま明けましておめでとうご
ざいます。昨年12月に体調をくずして１ヵ月
休ませていただきました。皮肉にも食生活が
安定して体重が４kg減って、血糖値も下が
り、健康になりました。
 ● 松野宏司　年賀状欠礼のお詫び。
 ● 竹村克彦　賀正
 ● 山村一正　誕生日記念ありがとうございま
した。歌も…。

 ● 西森良文　新年明けましておめでとうござ
います。家内誕生日祝いありがとうございま
す。毎年○○と○○が大きくなっております。
 ● 西山忠利　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。12月生まれです。
 ● 中西克行　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。妻の
誕生祝いありがとうございます。
 ● 岡本淳一　家内の誕生祝いありがとうござ
います。今年、家内が水曜会の幹事を担当し
ますので、ご協力をお願いします。お手柔ら
かに。
 ● 松﨑郷輔　家庭記念日祝品のお礼。
 ● 早瀬源慶　平成29年秋、半月板損傷に始ま
って、連鎖的に故障が続いた昨年は最悪の１
年でした。長期欠席をお詫び申します。特に
西内委員長さん、ご迷惑かけました。入会記
念祝いお礼とともに。
 ● 福岡満喜子　入会記念のお祝いありがとう
ございました。若い会員さんが活躍しておら
れるので隠居気分です。忘年夜間例会のクイ
ズの賞品を現金に替えてニコニコへ。
 ● 前川美智子　入会祝いありがとうございま
す。水曜会さんのお花のお手伝いからはじま
り、福岡さんと同時入会してはや18年目にな
りました。2019年、これからもどうかよろし
くお願いいたします。
 ● 永光男　入会記念品お礼。　　
 ● 永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。９年目がスタートします！今後とも末長
くよろしくお願いします。
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　昨年の８月、車で瀬戸大橋を渡り米
子道・中国道から新見市に入った。新
見市は山に囲まれた静かな町で元禄時
代18,000石の大名、関　長治候が造っ
た街並みを残す御殿町を訪れた。
　江戸時代は城づくりが許されてなか
ったので、御殿を建ててそこで政務を
取った。今ではその跡もないが御殿町
センターが中心になって、御殿町まち
歩きの案内をしている。中は藩主関家
にまつわる資料が陳列されている。
　関家は美濃出身で織田信長の小姓森
　蘭丸の弟作州津山藩主森　忠政と姻戚関係にあり、
津山藩18,000石を頂いていたが後にここに移された。
新見藩関家は明治まで９代続いた。
　センターの後ろは高粱川が流れ、前の通りには古い
建物が立ち並んでいる。
太地邸
　新見地域の商業の発展に貢献した、中核的な商家の
一人で明治末期の建物。
津国屋
　津国屋も有力な商家の一人で、その内蔵（倉庫）は
文化11年（1814年）の建物。
元料亭「松葉」
　料亭として名を轟かした古いお店で、この前の通り
は三味線横丁と呼ばれた。
　その他、古い家を歩いて廻った。
　もうひとつ新見市が関　長治候が始めた、ご神幸武
器行列（土下座まつり）
を今でも毎年10月15日に
続けて行っている。
　船川八幡宮から神輿を
担いで町中を「下に、下
に」と行列で進み、また
宮へ戻る。道の男性は土
下 座 し て 御 神 幸 を 迎 え
る。女性・子どもは家の
中の座敷から土下座してもよいとされる。
　古い伝統あるものを大事にすることは素晴らしい。
　その後近くの温泉にゆっくりし、翌日、備中名産ピオーネ・桃
を買って帰宅した。

備中新見市の御殿町を歩く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

御殿町センター御殿町センター

太地邸太地邸

津国屋津国屋

三味線横丁三味線横丁

元料亭 「松葉」元料亭 「松葉」
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西内委員長さん、ご迷惑かけました。入会記
念祝いお礼とともに。
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り、福岡さんと同時入会してはや18年目にな
りました。2019年、これからもどうかよろし
くお願いいたします。
 ● 永光男　入会記念品お礼。　　
 ● 永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。９年目がスタートします！今後とも末長
くよろしくお願いします。
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　昨年の８月、車で瀬戸大橋を渡り米
子道・中国道から新見市に入った。新
見市は山に囲まれた静かな町で元禄時
代18,000石の大名、関　長治候が造っ
た街並みを残す御殿町を訪れた。
　江戸時代は城づくりが許されてなか
ったので、御殿を建ててそこで政務を
取った。今ではその跡もないが御殿町
センターが中心になって、御殿町まち
歩きの案内をしている。中は藩主関家
にまつわる資料が陳列されている。
　関家は美濃出身で織田信長の小姓森
　蘭丸の弟作州津山藩主森　忠政と姻戚関係にあり、
津山藩18,000石を頂いていたが後にここに移された。
新見藩関家は明治まで９代続いた。
　センターの後ろは高粱川が流れ、前の通りには古い
建物が立ち並んでいる。
太地邸
　新見地域の商業の発展に貢献した、中核的な商家の
一人で明治末期の建物。
津国屋
　津国屋も有力な商家の一人で、その内蔵（倉庫）は
文化11年（1814年）の建物。
元料亭「松葉」
　料亭として名を轟かした古いお店で、この前の通り
は三味線横丁と呼ばれた。
　その他、古い家を歩いて廻った。
　もうひとつ新見市が関　長治候が始めた、ご神幸武
器行列（土下座まつり）
を今でも毎年10月15日に
続けて行っている。
　船川八幡宮から神輿を
担いで町中を「下に、下
に」と行列で進み、また
宮へ戻る。道の男性は土
下 座 し て 御 神 幸 を 迎 え
る。女性・子どもは家の
中の座敷から土下座してもよいとされる。
　古い伝統あるものを大事にすることは素晴らしい。
　その後近くの温泉にゆっくりし、翌日、備中名産ピオーネ・桃
を買って帰宅した。

備中新見市の御殿町を歩く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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本日　１月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「職業奉仕はロータリーの根幹か ？ について」

職業奉仕委員会 委員長 猿田　隆夫 会員

次週　１月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ダイヤモンドクロッシング」

とさでん交通㈱専務取締役 亀川　代平 氏

第2405回　例会報告／平成31年１月９日　天候　晴　時間変更例会

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、あけましてお
めでとうございます。寒
い日が続いていますが、
皆さまにおかれまして
は、それぞれに楽しいお
正月を迎えられたのでは

ないかと思います。東ＲＣも50周年の節目を
過ぎて51年目に入りますが、今年も東ＲＣが
健全に、楽しく、よい１年となることを祈念
したいと思います。
　私は相も変わらず、元旦からほとんど家を
出ず、お酒と一緒に寝たり起きたりのだらし
ない毎日を送っていました。４日に釣りに
行ったのですが、ほとんど釣れず、悲しいよ
うな１年の幕開けでした。
　ロータリーの会長を務めて半年が過ぎまし
た。大きな行事もありましたが、冬来たりな
ば春遠からじと言います。何とかあとの半年
を乗り切って、楽しい東ＲＣを過ごしていき
たいと思います。本年も何とぞよろしくお願
いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生　　大川内孝典　　田内　正文
　山村　一正　　鬼田　知明　　猿田　隆夫
　山本　庸平　　窪田満里子
 ● 配偶者誕生日
　中西　祥子　　西森　美和　　岡本　千春
 ● 家庭記念日
　岡本　　豊　　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
 ● 入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉
◇幹　事　報　告
・水曜会主催のバザーを１月13日㈰に行いま

す。９時半集合です。
・１月のロータリーレートは１ドル112円です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
770,260円

58,000円

828,260円

16,832円

0円

16,832円

787,092円

58,000円

845,092円

チビニコ 合　計

１月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会（称名寺）
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　明けましておめでとうございま
す。会長職も半分やっと過ぎました。「冬来
たりなば春遠からじ」あと少しと思い頑張り
ます。ちなみに、このことわざは日本ではな
くイギリスの詩人シェリーの「西風に寄せる
歌」から来ているそうです。　　　　
 ● 松本隆之　新年あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いいたします。
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 ● 山村一正　誕生日記念ありがとうございま
した。歌も…。
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 ● 岡本淳一　家内の誕生祝いありがとうござ
います。今年、家内が水曜会の幹事を担当し
ますので、ご協力をお願いします。お手柔ら
かに。
 ● 松﨑郷輔　家庭記念日祝品のお礼。
 ● 早瀬源慶　平成29年秋、半月板損傷に始ま
って、連鎖的に故障が続いた昨年は最悪の１
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西内委員長さん、ご迷惑かけました。入会記
念祝いお礼とともに。
 ● 福岡満喜子　入会記念のお祝いありがとう
ございました。若い会員さんが活躍しておら
れるので隠居気分です。忘年夜間例会のクイ
ズの賞品を現金に替えてニコニコへ。
 ● 前川美智子　入会祝いありがとうございま
す。水曜会さんのお花のお手伝いからはじま
り、福岡さんと同時入会してはや18年目にな
りました。2019年、これからもどうかよろし
くお願いいたします。
 ● 永光男　入会記念品お礼。　　
 ● 永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。９年目がスタートします！今後とも末長
くよろしくお願いします。
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　昨年の８月、車で瀬戸大橋を渡り米
子道・中国道から新見市に入った。新
見市は山に囲まれた静かな町で元禄時
代18,000石の大名、関　長治候が造っ
た街並みを残す御殿町を訪れた。
　江戸時代は城づくりが許されてなか
ったので、御殿を建ててそこで政務を
取った。今ではその跡もないが御殿町
センターが中心になって、御殿町まち
歩きの案内をしている。中は藩主関家
にまつわる資料が陳列されている。
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建物が立ち並んでいる。
太地邸
　新見地域の商業の発展に貢献した、中核的な商家の
一人で明治末期の建物。
津国屋
　津国屋も有力な商家の一人で、その内蔵（倉庫）は
文化11年（1814年）の建物。
元料亭「松葉」
　料亭として名を轟かした古いお店で、この前の通り
は三味線横丁と呼ばれた。
　その他、古い家を歩いて廻った。
　もうひとつ新見市が関　長治候が始めた、ご神幸武
器行列（土下座まつり）
を今でも毎年10月15日に
続けて行っている。
　船川八幡宮から神輿を
担いで町中を「下に、下
に」と行列で進み、また
宮へ戻る。道の男性は土
下 座 し て 御 神 幸 を 迎 え
る。女性・子どもは家の
中の座敷から土下座してもよいとされる。
　古い伝統あるものを大事にすることは素晴らしい。
　その後近くの温泉にゆっくりし、翌日、備中名産ピオーネ・桃
を買って帰宅した。

備中新見市の御殿町を歩く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

御殿町センター御殿町センター

太地邸太地邸

津国屋津国屋

三味線横丁三味線横丁

元料亭 「松葉」元料亭 「松葉」



高知東ロータリークラブ週報
第2359号

010月16日.2019

本日　１月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「職業奉仕はロータリーの根幹か ？ について」

職業奉仕委員会 委員長 猿田　隆夫 会員

次週　１月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ダイヤモンドクロッシング」

とさでん交通㈱専務取締役 亀川　代平 氏

第2405回　例会報告／平成31年１月９日　天候　晴　時間変更例会
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  「四つのテスト」
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　皆さま、あけましてお
めでとうございます。寒
い日が続いていますが、
皆さまにおかれまして
は、それぞれに楽しいお
正月を迎えられたのでは

ないかと思います。東ＲＣも50周年の節目を
過ぎて51年目に入りますが、今年も東ＲＣが
健全に、楽しく、よい１年となることを祈念
したいと思います。
　私は相も変わらず、元旦からほとんど家を
出ず、お酒と一緒に寝たり起きたりのだらし
ない毎日を送っていました。４日に釣りに
行ったのですが、ほとんど釣れず、悲しいよ
うな１年の幕開けでした。
　ロータリーの会長を務めて半年が過ぎまし
た。大きな行事もありましたが、冬来たりな
ば春遠からじと言います。何とかあとの半年
を乗り切って、楽しい東ＲＣを過ごしていき
たいと思います。本年も何とぞよろしくお願
いいたします。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN氏

◇１月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　永野　健生　　大川内孝典　　田内　正文
　山村　一正　　鬼田　知明　　猿田　隆夫
　山本　庸平　　窪田満里子
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　中西　祥子　　西森　美和　　岡本　千春
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　寺村　　勉
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・水曜会主催のバザーを１月13日㈰に行いま

す。９時半集合です。
・１月のロータリーレートは１ドル112円です。
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１月９日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会（称名寺）
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇出席率報告

 ● 寺尾正生　明けましておめでとうございま
す。会長職も半分やっと過ぎました。「冬来
たりなば春遠からじ」あと少しと思い頑張り
ます。ちなみに、このことわざは日本ではな
くイギリスの詩人シェリーの「西風に寄せる
歌」から来ているそうです。　　　　
 ● 松本隆之　新年あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いいたします。
昨日、コンビニの駐車場で５万円拾いまし
た。忘年夜間例会のジャンケン大会優勝とい
い、少しこわいです。もちろん、交番に届け
ました。
 ● 前田　博　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしく！昨年50周年記念、重ね
ておめでとうございました。いい企画の50周
年になったと思います。担当の皆さん、ご苦
労さまでした。
 ● 石川　健　皆さま明けましておめでとうご
ざいます。昨年12月に体調をくずして１ヵ月
休ませていただきました。皮肉にも食生活が
安定して体重が４kg減って、血糖値も下が
り、健康になりました。
 ● 松野宏司　年賀状欠礼のお詫び。
 ● 竹村克彦　賀正
 ● 山村一正　誕生日記念ありがとうございま
した。歌も…。

 ● 西森良文　新年明けましておめでとうござ
います。家内誕生日祝いありがとうございま
す。毎年○○と○○が大きくなっております。
 ● 西山忠利　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。12月生まれです。
 ● 中西克行　明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。妻の
誕生祝いありがとうございます。
 ● 岡本淳一　家内の誕生祝いありがとうござ
います。今年、家内が水曜会の幹事を担当し
ますので、ご協力をお願いします。お手柔ら
かに。
 ● 松﨑郷輔　家庭記念日祝品のお礼。
 ● 早瀬源慶　平成29年秋、半月板損傷に始ま
って、連鎖的に故障が続いた昨年は最悪の１
年でした。長期欠席をお詫び申します。特に
西内委員長さん、ご迷惑かけました。入会記
念祝いお礼とともに。
 ● 福岡満喜子　入会記念のお祝いありがとう
ございました。若い会員さんが活躍しておら
れるので隠居気分です。忘年夜間例会のクイ
ズの賞品を現金に替えてニコニコへ。
 ● 前川美智子　入会祝いありがとうございま
す。水曜会さんのお花のお手伝いからはじま
り、福岡さんと同時入会してはや18年目にな
りました。2019年、これからもどうかよろし
くお願いいたします。
 ● 永光男　入会記念品お礼。　　
 ● 永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。９年目がスタートします！今後とも末長
くよろしくお願いします。

１月９日

12月19日
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　昨年の８月、車で瀬戸大橋を渡り米
子道・中国道から新見市に入った。新
見市は山に囲まれた静かな町で元禄時
代18,000石の大名、関　長治候が造っ
た街並みを残す御殿町を訪れた。
　江戸時代は城づくりが許されてなか
ったので、御殿を建ててそこで政務を
取った。今ではその跡もないが御殿町
センターが中心になって、御殿町まち
歩きの案内をしている。中は藩主関家
にまつわる資料が陳列されている。
　関家は美濃出身で織田信長の小姓森
　蘭丸の弟作州津山藩主森　忠政と姻戚関係にあり、
津山藩18,000石を頂いていたが後にここに移された。
新見藩関家は明治まで９代続いた。
　センターの後ろは高粱川が流れ、前の通りには古い
建物が立ち並んでいる。
太地邸
　新見地域の商業の発展に貢献した、中核的な商家の
一人で明治末期の建物。
津国屋
　津国屋も有力な商家の一人で、その内蔵（倉庫）は
文化11年（1814年）の建物。
元料亭「松葉」
　料亭として名を轟かした古いお店で、この前の通り
は三味線横丁と呼ばれた。
　その他、古い家を歩いて廻った。
　もうひとつ新見市が関　長治候が始めた、ご神幸武
器行列（土下座まつり）
を今でも毎年10月15日に
続けて行っている。
　船川八幡宮から神輿を
担いで町中を「下に、下
に」と行列で進み、また
宮へ戻る。道の男性は土
下 座 し て 御 神 幸 を 迎 え
る。女性・子どもは家の
中の座敷から土下座してもよいとされる。
　古い伝統あるものを大事にすることは素晴らしい。
　その後近くの温泉にゆっくりし、翌日、備中名産ピオーネ・桃
を買って帰宅した。

備中新見市の御殿町を歩く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

御殿町センター御殿町センター

太地邸太地邸

津国屋津国屋

三味線横丁三味線横丁

元料亭 「松葉」元料亭 「松葉」


