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2011 年 10 月 20 日（木） 第２５０５回例会 天候：晴れ 司会：澤邑重夫副幹事 No. 14
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱「それでこそロータリー」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 米山カウンセラー

◇卓話：
「茅ヶ崎ＲＣ俳句同好会へのお誘い」 平井 茂君
地区大会報告
15 日・16 日に行われた
地区大会に御参加の皆
様、お疲れ様でした。

会場の横須賀メルキューレホテル

Ｒ 俳 句 一( 〇 月 一 三 日

衣被食べはうだいの縄のれん

刈り残す炎の如く曼珠沙華

破れ蓮の池を覗ける白い雲

さわさわと金木犀の落花かな

衣被桶に四方の手嬉々と伸び

)

若き実をかばひ染め増す柿紅葉

囲炉裏端家中揃ふ衣被

山里の軒に残りて芋茎かな

栗山へ木の根走れる切通し

衣被笑顔の母のかっぱう着

箱根路や霧にも音のあるごとし

原っぱに踏み込み露の靴となり

清水けん一

平井しげる

池上 玉章

石井 作

小澤 留峰

角田とし子

◎幹事報告
◇ＲＩより ロータリー活動におけるインターネットの活
用についてのアンケート調査 協力依頼
次のリンクよりご回答下さい
http://www.eclectricity.com/rotary.htm
◇ガバナー事務所より
＊２０１４～２０１５年度 ガバナー・ノミニー選出の件
＊２０１４～２０１５年度 ガバナー・ノミニー候補者提案
に関する告知
＊地区大会参加への礼状
＊未来の夢計画 地区方針の説明会開催の案内
・１１/９(水) １４：３０～１６：３０ ・ガバナー事務所６階
会議室 ・回答締切：１０/２８(金)
＊２０１０-２０１１年度地区資金会計監査報告の件 （地
区資金会計報告 添付）
◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ（綾瀬ＲＣ）より ６ＲＣ
親睦ゴルフ大会参加申込期限（10/20）について
◇米山記念奨学会より ハイライトよねやま １３９
◇タウンニュース
◎例会変更
☆藤沢南 １１/７(月) ⇒ １１/９(水) １８：３０～ 横浜に
ぎわい座 （夜間親睦移動例会）
◎会報着
相模原・鎌倉中央・秦野中・寒川・茅ヶ崎湘南
◎委員会報告
米山カウンセラー［加茂会員］
：米山
奨学生・劉艶明さんによる中国語講座
は本日５時半より、茅ヶ崎市民文化会
館ＣＨＩＳＯＵにて行います。

１０月１３日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎出席報告
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卓話：俳句について
平井 茂君
＝卓話者プロフィール＝
ひらいしげる
1934 年 6 月 12 日生まれ
パストサービス（団体保険）
2004 年入会 現年度：職業奉仕担当

◎スマイル報告 横山 貢会員
小林亨君＆出口敬純君 先週の地区大会参加、お疲れ様で
した。平井さん、卓話楽しみです。
大森久巳男君 先週の例会、所用が重なり休みました。今
日も早退させて頂きます。来週は真面目に出席しますの
で、お許し下さい。
山本幸一君 池上さん、韓国家族旅行のすばらしいアルバ
ム、ありがとうございました。感動しました。平井さん、
卓話期待しています。来週、例会欠席します。メークアッ
プ済みです。
平井 茂君 ①今日は卓話をさせていただきます。内容は
ロータリーの俳句同好会へのお誘いです。よろしく。②池
上さん、写真ありがとうございます。
田中賢三君 平井さん、卓話よろしくお願いします。茅ヶ
崎商工会議所ニュースのオアシスが俳句です。これからも
よろしくお願いします。
池上 實君 ソウル旅行の写真、遅まきながら出来上がり
ました。参加の皆様にプレゼントいたします。平井さんの
卓話楽しみで、岩澤さんを引き出して来ました。
岩澤 正君 先日はガバナーより敬老表彰有難うござい
ます。いつもお世話になって有難うございます。好天に恵
まれ、格好です。よろしくお願いします。「大空やそらの
白さを母の色」まさ志
斉藤信夫君 池上先生、立派なアルバムありがとうござい
ました。
加藤 寛君 平井さん、卓話楽しみです。
加茂正司君 池上さん、ソウル旅行の立派な写真集を有難
うございました。平井さん、卓話を楽しみにしています。
杉本行廣君 去る１５日・１６日の地区大会出席の諸氏、
ご苦労様でした。
粂 仁夫君 平井茂さん、卓話楽しみです。
稲毛 隆君 平井さん、卓話を楽しみにしています。
河本啓伸君 池上先生、韓国旅行のアルバムありがとうご
ざいました。平井さん、卓話を大変楽しみにしています。
古性武志君 平井様、俳句のお話楽しみにしております。
和田幸男君 池上先生、写真ありがとうございます。平井
さん、俳句の卓話楽しみです。
佐々木博君 平井さん、卓話よろしくお願いいたします。
横山宏実君 平井さん、卓話お願いします。
横山 貢君 池上先生、この度も韓国旅行の写真を立派な
アルバムにして頂き、ありがとうございます。
［本日 19 件、27,000 円です］

修正出席率
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【卓話概要】
＜俳句同好会メンバー変遷（池上会員談）＞
クラブ創立２３年目（1982～83 年度）に以下のメンバー
によって発足。
［敬称略。俳号を含みます。◆は故人］
◆三橋末童（日本俳句人協会会員）◆小嶋泉芳（茅ヶ崎俳
句協会会長）◆涌沢忠夫◆西原かたし◆山本正治◆落合一
作（当クラブ初代会長）◆小川丈二◆日比昭夫◆五島基臣
◇岩沢まさし◇池上まこと◆石坂圭二
のちに加わったメンバーは以下の通り。
◇小澤留峰◆西垣戸和雄◇清水けん一◇角田とし子◇平井
しげる◇石井作
現在、７名で活動しています。
＜茅ヶ崎ＲＣ俳句同好会の活動内容とお誘い＞
小澤耕一（留峰）会員を代表とし、月央の木曜の例会後
約２時間の句会が持たれます。その際、参加者は事前作成
した句を当日提出します。予め出された「兼題」を二句、
当季雑詠を四句、動物または植物で二句の計八句となりま
す。参加者は作者でもありますが、同時に選者（評者）に
もなります。そこで選ばれた十句が会議所ニュースやクラ
ブ会報に掲載されます。
＜俳句の効用＞
俳句を作るという意識から、自然をよく観るようになり
ます。また、旧かな遣いなど、書き言葉には相当気を遣う
ようにもなります。それにも増して、紙と鉛筆一本だけで
安上がりであるだけでなく、くずの時間を有効に使って、
頭の体操が出来ることが大きいです。
＜俳句愛好者の広がり＞
女性・子ども・高校生といった幅広い層に愛好され、外
国人にも広がりを見せています。特に高校生には夏に「俳
句甲子園」というイベントがあり、全国から参加者が集ま
ります。
※こども俳句作品例（素直さが大切です）
天国はもう秋ですかお父さん［小５塚原彩さん］

俳句同好会の現メンバー。前列左から角田・岩澤・石井、後列左か
ら平井・小澤・池上・清水［敬称略］
（50 周年記念誌より転用）
卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です

