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本日の行事予定 (2016 年 4 月 8 日) 

第 3057 回例会 
卓話担当：伊藤彰浩君 

講  師：㈱みずほ銀行市場営業部 

       市場営業第一チーム次長 

       古賀巨将氏 

演  題：「マイナス金利導入と 

今後の日本経済動向」 

 
先回の記録（例会） 

第 3056 回 ’16 年 4 月 1 日（金）晴れ 

卓話担当：横井知代君 

演  題：「マスターしよう！ 

       津島ロータリークラブの 

♪マイホームソング♪」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 山田勝弘君 
会 員 総 数  66名    3月 11日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員     7名 
本日の出席率  78.79％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告 山田勝弘君(社会奉仕委員会エコ
キャップ回収)、稲垣宏高君、山本達彦君(地区米
山奨学期間終了者歓送迎会及び指導教員への感謝
の会)、猪飼充利君（第 2回地区内職業奉仕委員長
会議） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

国際ロータリーは、本年

度より 4 月を、5 歳未満の

幼児の死亡率と罹患率の削

減、妊婦の死亡率と罹患率

の削減、より多くの母子に

対する基本的な医療サービ

スの提供、保健従事者を対

象とした研修、保健ケアの提供、母子の健康に関

連した仕事に従事することを目指す専門職業人の

ための奨学金の支援を強調する月間、『母子の健

康月間』としました。 

 本日 4 月 1 日はエイプリルフールです。エイプ

リルフールといえば、年に一度嘘をついてよい日

として世界各国に浸透しています。友達同士で嘘

をつくくらいならかわいいものですが、時には新

聞やテレビなどで、びっくりするようなニュース

が報じられることもあります。 

さらに、イギリスのＢＢＣがありえないニュー

スを報じたり、個人にとどまらず、企業や国営放

送局までもが便乗する大掛かりな嘘もあります。

世界各地で広まっているエイプリルフールという

不思議な風習。いったいどうしてエイプリルフー

ルは誕生したのでしょうか？  

エイプリルフールの由来は諸説あるのですが、

その中で有力とされているのがフランスで起こっ

た「グレゴリオ暦反対説」です。かつてフランス

では、新年を 4 月 1 日に定めていました。ところ

が、国王であるシャルル 9世が 1564

年に 1 月 1 日を新年に改める「グレ

ゴリオ暦」という新たな暦を採用し

たのです。これに猛反発した民衆が

4 月 1 日に「馬鹿騒ぎ」を起こすと

いう事件が勃発。騒ぎは次第にエス

カレートしたことで国王の横暴がエスカレート。

この事件にショックを受けたフランス人は、この

事件を忘れないために「嘘の新年」を祝うように

なったといいます。エイプリルフール（4月馬鹿= 

4 月 1 日に騙される人）と呼ばれるようになった

のも、この『馬鹿』騒ぎからきているのかもしれ

ません。  

もうひとつ、有力な説はインドから伝わってき

た「インド修行僧説」です。インドの仏教徒は春

分の日から 3 月 31 日まで厳しい修行に入ります。

しかし、それまでの辛い修行が終わってしまった

とたん、俗世で再び雑念が呼び起されてしまい、

せっかく修行に入り、悟りの境地に達したとして

も、4 月 1 日になると無駄になってしまうという

ことから、4 月 1日は「揶揄(やゆ)説」と呼ばれ、
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修行僧は周囲の人から冷やかな目で見られたとい

う説です。 

エイプリルフールは、フランスやインドで起こ

ったこの 2 つの説以外にも、各国で諸説が生まれ

ている不思議な日なのです。今もどれが正しい由

来か、いつから始まったかは定かではありません。

フランスにしても、インドにしてもマイナスなイ

メージからスタートしているエイプリルフールで

すが、日本での 4 月 1 日は当初、かなり違う意味

合いを持っていたようです。江戸時代には、4月 1

日は「不義理の日」とされていました。これは、

なかなか連絡が取れずに義理を欠いている人に対

し、手紙でお詫びを伝えるというなんとも誠実な

日だったのです。今のエイプリルフールとはかけ

離れた風習であった点は、なんとも意外です。江

戸時代には、人をだますどころか詫びを入れてい

た日本人だったはずなのに、いつから嘘をつくよ

うになったかと疑問に思った方もいるのではない

でしょうか。嘘をつくという習慣が日本で広まっ

ていったのは、大正時代からといわれています。

大正時代、文明開化によって西欧の文化を多く取

り入れたときに、エイプリルフールも時を同じく

して日本に伝わってきたようです。ちなみにある

国では、「エイプリルフールに嘘をついていいの

は午前中だけ」という暗黙のルールが存在してい

ます。相手が傷つくような嘘はやめて、ネタばら

しは早めにしようという気遣いからきていると思

います。 

エイプリルフールに嘘をついてもいい、という

こと自体が嘘なのかもしれません。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日例会終了後、役員・

理事・委員長会議を開催

いたします。該当の方の

出席をお願いいたします。 

2. 4 月 2 日、蟹江「桂喜」

にて交換留学生マライアさんのホストファミ

リー引継会を行います。新旧ホストファミリー

及び、青少年奉仕正副委員長、会長、幹事が出

席致します。 

3. 同じく 4月 2日、マライアさんは犬山へＢＢＱ

及び犬山祭り見学にお出かけになります。 

4. 4 月 3日、交換学生マライアさんは 4軒めのホ

ストファミリー中西さん宅に引っ越しいたし

ます。3軒目のホストファミリーの鈴木家の皆

様には大変お世話になりありがとうございま

した。 

5. 4 月 5日(火)、名古屋駅前「百楽」にて米山奨

学生ハンドさんの送別会が開催されます。 

6. 『ロータリーの友』4月号を配布いたしました。 

7. 『ガバナー月信』4月号を回覧いたしますので、

ご覧ください。 

 
ニコボックス報告 第 3056 回分 

加藤隆朗ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、

山本達彦幹事 ①横井知代君、

本日の卓話よろしくお願いし

ます。 

横井知代君 本日卓話を担当

します。よろしくお願いします。 

長田一郎君 ①中小企業庁主

催の「はばたく中小企業 300

社」に選ばれました。②松崎先

生にお世話になりました。 

浅井賢次君 冬眠から目覚め、今日 4 月から早朝

ウォーキング、ラジオ体操を天王川で行い、神社

にも詣で、桜の美しさを見、春を感じました。 

滝川林一君 我が家の桜がほぼ満開です。私の孫

が二人、桜が咲きました。 

鈴木吉男君 今日配布の『津島・まちあそびの』

Ｐ.6を御覧ください。4月 22～24日の「町屋で陶

芸」で後藤眞子先生の作品展があります。ぜひ御

覧ください。追伸：後藤眞子先生は、後藤亨先生

の奥様です。 

寺田晏章君 結婚 50年にな 

ります。 

水野憲雄君 今日は結婚記 

念日です。地震が起こり 

また記憶に残ります。エイ 

プリルフールであればいい 

ですが。 

住田正幸君 娘が結婚決 

まりました。4月 1日でした。 

高木輝和君 地震が来なくて残念。（11：39に緊

急地震速報が発表され、皆の携帯電話やスマート

フォンから警報音が鳴りました。和歌山沖でＭ6.1、

震度 4の地震がありました） 

伊藤幸蔵君 地震がたいしたことがなくてホッと

しました。 

相羽あつ子君 地震があったそうです。職員は揺

れたと大騒ぎしてましたが、私は感じませんでし

た。たいしたことがないといいですね。 

山田勝弘君 寺田さんにお世話になり、無事工事

が終わりました。 

伊藤誠君 住田正幸さんより仕事をいただきまし

た。 

八谷潤一君 杦田さんにお世話になります。 

安江正博君 お久しぶりです 

稲川明俊君 何となく。 

野々山勝也君 先週の卓話、ありがとうございま

した。 

生田達一君 ウィークリーに写真がのりまして。 

佐藤雅彦君、長田一郎君、堀田力男君、小林啓子

君、河西あつ子君 その他。 
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卓 話 

卓話担当：横井知代君 

演  題：「マスターしよう！ 

      津島ロータリークラブの 

♪マイホームソング♪」 

  
伊藤哲朗さん作詞で曲を作

らせていただきました「津島ロ
ータリークラブの歌」をホーム
ソングとして認定していただ
いたからには、メンバーの皆様
に楽しく歌っていただきたく、

今回の卓話で取り上げさせていただきました。 
4拍子の 1拍目(赤色)を強く意識しながら、準備

しました資料にあります歌詞の下の「1.2.3.4」の
拍子に合わせて歌います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

その他 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
誕生日祝福（4月） 

住田正幸親睦活動委員 

安江正博君（ 3日） 

滝川林一君（ 3日） 

児玉  昭君（ 5日） 

坂井  裕君（ 8日） 

杦田勝彦君（12日） 

マライア君（20日） 

宅見康悦君（25日） 

田中正明君（27日） 

夫 人 

鈴木吉男夫人（ 2日）  後藤 亨夫人（ 3日） 

幅  辰雄夫人（ 5日） 高木輝和夫人（10日）    

岡本康義夫人（18日） 

 

結婚記念日祝福 

水野憲雄君（ １日）   住田正幸君（ 2日） 

鈴木吉男君（ 3日）  松本浩義君（ 5日） 

田中正明君（14日）  浅井彦治君（16日） 

河西あつ子君（17日） 古川弘一君（19日） 

伊藤雅昭君（20日）  矢田  潔君（26日） 

安江正博君（29日）  寺田晏章君（30日） 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年奉仕委員会 

服部貴青少年奉仕委員長 

4月 2日（土）、

蟹江の桂喜で

青少年交換学

生マライアさ

んのホストフ

ァミリー引き

継ぎ会を開催

しました。最

後のホストフ

ァミリー中西

家への引っ越しは 3日に行いました。 

 

伊藤哲朗君、寺島淳一君に、通

しで歌っていただきました。 

伊藤幸蔵副会長 山田勝弘君 

マライアさんと三谷会長 

Ｓ.Ａ.Ａ.代理の

安江正博直前会長 
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次回例会 

 第 3058 回 ’16 年 4 月 22 日(金) 

卓話担当： 伊藤雅昭君 

講  師 : インド舞踊家 

      小久保シュヴァ氏 

演   題 : 「インド文化を学ぶ」 

お知らせ 

■定款 6-1により、4月 15 日は休会です。 

 13 日には、会員 16 名と夫人 2 名が台北滬

尾ＲＣ創立 10周年記念例会に出席します。 

 

■次年度四大奉仕・Ｒ財団・米山合同委員会 

 と き：4月 19日(火)18：00 

 ところ：朝日寿し  

米山奨学委員会① 

稲垣宏高米山奨学委員長 

4 月 5 日(火)、「百楽名

古屋店」にて米山奨学生

ハンドさんの送別会を開

催し、11 人の会員が出席

しました。ハンドさんか

らモンゴルの馬の絵等を

いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学委員会② 

 2010 学年度米山奨学生の

喩昊(ユ・ハオ)君が早稲田大学

ＭＢＡ社会人コースを卒業

し、婚約者と入籍もしたとい

うメールが服部貴カウンセ

ラーに届きました。大変、大

変おめでとうございます!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年交換だより 

青少年交換派遣学生の中西里緒さんの

3月のマンスリーレポートです。 

 

こんにちは、中西里緒です。3 月は日本では卒業

の時期ですね！ 私の学校からも親しい先生が何

人か退職されることを聞き少し寂しくなりました。 

3 月のブラッドフォードは少し雪の日も少なくな

って暖かい日もあったのですが、月末は雪が降っ

ていました！ 4 月にも雪が降るようで、春はま

だまだ私の町には来てくれないようです！ 花粉

症の私にとっては山の中で木々に囲まれ春を迎え

るのは心配でもあります！ 

2月 28日からホストが変わりました。新しいホス

トファミリーの 3 人の子供は自分のお家を持って

いたり大学の寮で過ごしていてお家にはいなく、

お父さんお母さんは週6日で18時まで働いている

ので 1 人でいることが多いので、ゆっくり過ごせ

ています！ 学校は 3 学期の終了が近づいていて、

毎日夜までためていた宿題や学期末の試験に向け

てパソコンとにらめっこをする日々でした！ 

新しいホストパパは昔 30年シェフをしたり、町の

知事をしたり、今はピッツバーグブラッドフォー

ド大学の副社長をしているので毎日のパパ作の夜

ごはんは私の疲れを癒してくれて、町のことにつ

いて質問があればどんなことにもばっちり答えて

くれます。お掃除に来てくれる方がこのお家にも

いるのかと思っていたのですが、お掃除から家事

まですべてパパがやっていることには驚きまし

た！ perfect daddy には感激です！ 毎朝コー

ヒーを作っておいてくれたり…！こんな旦那さん

が欲しいなーなんて…！（笑） 

ホストママは私の通っている高校やこの町の公立

の学校の事務をしているため、なにか学校のこと

で気になることがあればすぐに調べて教えてくれ

るのですごく助かっています！ 

また、甘えん坊でフレンドリーな

猫ちゃんもいて毎日癒されてい

ます！ 床で宿題の紙を広げる

と手伝ってくれようとしている

のか邪魔をしているのか、紙の上

に座っていたりパソコンと戦っ

たりしつついつもそばで寝て待

っていてくれます（＾＾＊）。 

中旬にはホストファミリーの 1 番上のお姉ちゃん

のお家にお邪魔しました。私の町から 3 時間ほど

東にあり、私は帰り道に車酔いで苦しみましたが

おいしものも食べ、息子君ともいっぱい遊べて楽

しかったです！ アメリカに来て初めてアイスク

リーム屋さんにも連れて行ってもらえました！ 

アメリカのスモールサイズは日本のラージサイズ

と聞いていたので Baby サイズを頼んだのですが、

日本のミディアムサイズ越えの量でした！ 恐る

べしアメリカ！ それをきれいにぺろりと食べき

った自分の胃袋にも驚きました(笑)。（つづく） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


