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会長  折笠 浩二 「“get back to basics”　原点に戻り基本から始めよう」

折笠 浩二

　

　　皆様こんばんは、本日は

令和になって初めての例会で

す。先日の所沢中央 RC との

合同例会にご参加下さいまし

た皆様ご苦労様でした。宝塚

観劇と銀座雛鮨食べ放題は

大変好評のうちに閉会になり

ました。また市内８RC 合同

ゴルフコンペに参加して頂い

た皆様お疲れ様でした。

　さて、今日は元号について

お話しします。日本の元号は古代から1300 年以上に渡り

続いています。中国に発祥し東アジアに広まった元号を今

でも使っているのは日本だけです。より平和と幸せな次

の時代への願いが込められた新元号は「令和」で 248 個

目の元号になりました。

　元号は天皇の代替わりによる「大始改元」、めでたい前

兆などによる「祥瑞の改元」厄災を理由とする「災異の改

元」などで改元されて来ました。現在では「元号法」に

より皇位継承があった時に限り政令で定められています。

　日本最初の元号は 645 年の「大化」です。701年の「大

宝」からは同年に完成した大宝律令でそれまでの干支で

はなく元号（年号）を文章に記すよう制度化されました。

平安時代の早い時期まではめでたい前兆の「祥瑞改元」

が多く、「大宝」は金の献上、「慶雲」は縁起の良い雲の

出現、「霊亀」「神亀」「宝亀」はめでたい亀の献上が契

機になっています。その後「災異改元」が頻繁にあり幕

末までに及びました。

　明治時代になると岩倉具視らの考えで天皇一代に元号

１つとする「一世一元」の制度となり新元号の選定もそれ

までは学識者が長時間の議論をしていたが明治政府の幹

部の松平春嶽が候補を 3 案に絞り、明治天皇が賢所でく

じを引いて決めたそうです。

　戦後、明治憲法と共に旧皇室典範などが廃止され、元

号についての明文法がなくなり1979 年（昭和 54 年）に

元号法が制定され天皇ではなく政府が元号を決めること

になったのです。

　同年に閣議報告された元号選定の手続きによると首

相から委嘱された中国古典の学者らが考案した候補名

を、国民の理想としてふさわしい良い意味を持つ漢字二

字、書きやすく読みやすい一般用に用いられていないな

どの基準で官房長官が整理し、原案数個の中から有識者

の懇談会、衆参両院正副議長からの意見聴取、全閣僚

会議を経て決定する事になっています。

　「令和」に込められている意味は、人々が美しく心を寄

せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められてい

るそうです。「令」の字は過去 2 回候補に挙がりましたが

採用されませんでした。一方「和」の字は採用されたの

がこれで 20 回目だそうです。やはり元号を決定するのに

は、その時代背景にも影響されますし、なかなか難しい

大変な事だと感じました。今宵はこれにて挨拶とします。

幡野 美好

　長田秀会員組織常任 ( 会

員 選 考 増 強 ) 委 員 長 より、

本日の卓話を幡野　美好会

員にお願いした経過を含め

て紹介があり、卓話が始ま

った。幡野会員は、前回の

所沢中央 RC との合同例会

の帰路、境川 SAでの途中

下車の際、あいさつ代わり

に宝塚歌劇団の代表曲「す

みれの花咲くころ」をマイクを持つなり美声を披露したこ

とから、『冒頭でも久々の卓話で緊張しているのでまず

は「すみれの花」を歌ってから…』( 笑い ) などという冗

談から卓話は始まった。ちなみに、この曲調べてみたと

ころ1929 年のバリでは、ドイツの流行歌『白いライラッ

クがまた咲いたら』のヒットを受けて、同曲をフランス語

カバーした『白いリラの咲く頃』が流行していたそうです。
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ちょうどその頃ヨーロッパに渡っていた宝塚歌劇団の演

出家・白井 鐵造（しらい てつぞう/1900-1983）は、宝

塚歌劇団の創始者である小林一三の命を受け、『白いリ

ラの咲く頃』を含むパリの流行歌を収集しノートにまと

め、日本に持ち帰り、同曲を日本語カバーする際、歌詞

の「リラ（ライラック）」は、日本人になじみの深い「すみ

れ」に置き換えられ、今日知られる『すみれの花咲く頃』

が誕生した。以後、『すみれの花咲く頃』は、宝塚歌劇

団を象徴する特別な楽曲となっていった。宝塚歌劇 100

周年の 2014 年には、阪急電鉄・宝塚本線の宝塚駅にお

いて発車メロディとして採用されているそうだ。また、余

談ではあるが会長挨拶に元号についての話があり関連し

た話として江戸時代に入って天皇は 19人変わり、うち本

妻の嫡子は 5人だけ、昭和に入って側室制度は廃止とな

り平成天皇、令和天皇に至っているとのこと。今、天皇

承継に関する課題は、山積かつ喫緊だが、側室制度が、

復活することは絶対にないことは断言しておきたい。

　さて、本題にはいり「そもそも　会員増強を図る必要

があるのか ?!」という疑問が会員のなかにあるが敢えて

話をしたい。私が会長を勤めた年度は会員総数 47 名当

時の予算は、14,000,000 円、現在は会員総数 43 名で約

12,000,000 円。当クラブの 24 ～ 25 年前の年間活動費は、

20,000,000 円はあったであろうと思われる。現在の 1.6

～1.7 倍だったと推測される。予算から見ると発足当時

と同じ活動をするのは無理があることは自明の理である。

会員各位が同じ活動をしたいのであれば自ずと会員増強

は必要となる。私が会長の時には、5人組を組織し、グ

ループで最低でも1 名の推薦及び入会を目指し、目標を

第 1 ステップとして50 名、第 2 ステップ 55 名という数値

目標を定め　5 名の入会者を得、3 名がアクティブに活動

しており、地区からも表彰された。当クラブ運営は、現

在岐路に立っている。チャーターメンバーが営 と々築いて

きた隆盛期に戻りたいと思えば、会員増強の必要はある

し、時代が違うので少人数でも規模に合わせた活動にし

て行くというのも一つの選択肢ではある。だが、私は自

分自身の体験から前者の立場に立ちたい。私も入会して

18 年が経ち古希を迎えたが、若いメンバーが積極的にク

ラブ運営をリードしていけるようバックアップをしていきた

いと思う。

　後藤会員に騙されて ( 笑い ) 当クラブにはいった会員

は 10 名をこえているが、その後藤会員が質疑応答で「私

に騙されて入会したという会員に質問だが、騙されてよ

かったと思うか ?」と今回卓話をされた幡野　美好会

員に質問したところ「感謝している。」との返答 ( 拍手 )。

また、担当委員長の長田　秀会員からは「なんとも言え

ない。」( 笑い ) との返答だった。後藤会員に騙されて ?!(

笑い ) 入会した会員各位の感想は ....?!

( 本日欠席者 )
飯沼、井上、太田、河村、窪田、坂本、鈴木、田中、中山、

宮本、吉澤      以上11名

( メイクアップ）
4/26　甲府東RC…飯田良直、廣瀬芳弘

5/7　  甲府南RC…古屋容子、長久保深

（当クラブ）
石川文紀
遅ればせながら藤巻会員の娘さんの店の開店をお祝い致し

ます。

折笠浩二、佐々木亮
本日は令和になって初めての例会です。会員組織・選考

増強委員会担当例会です。長田委員長宜しくお願いします。

幡野会員、卓話宜しくお願いします。楽しみにしております。

川島英一
今日も悲しいニュースが流れました。とても気持ちが痛み

ます。車は必要ですが、加害者にならない様に安全運転

を心掛けたいと思います。

田村裕江、樋川富夫、佐藤洋一、小川雅也、長久保深、
米山政彦、長田秀、茂手木公喜、笠井健夫、深澤壽、
飯田良直、古屋容子、平田譲、後藤臣彦、仙澤泉、
廣瀬芳弘、諸平秀樹
幡野会員の卓話楽しみです。久々の幡野節炸裂なるか !!

中込学
春夏物の生地、多数入荷しております！宜しくお願い致します。

幡野美好
久々の卓話を任されました。緊張気味ですが頑張ります。

よーく聞いてくれ !!

矢部勝枝
幡野会員「交通栄誉章」「緑十字金賞」受章されました。

おめでとうございます。また、本日の幡野会員の卓話楽し

みにしております。

山川和人
大型連休は 8 日間出勤して会社の隊員の巡案をしていまし

た。警備会社の使命であり仕方ないとはいえ、少しは家族

の為に休みたかったです。幡野会員卓話楽しみにしています。

山田一郎
結婚祝いの花ありがとうございました。幡野会員の卓話頑

張って下さい。

出  席  報   告
　４月１７日　　第１２４８回例会
修正出席者数　　28 ／ 43     65.12％
　４月２７日　　第１２４９回例会
修正出席者数　　30 ／ 43     69.77％
　　本日出席　会員数４３名
　　出席者数　　32 ／ 43     74.42％
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