
2 月誕生・結婚記念祝い 

 

 

 

  点   鐘   会  長  高田一行 

  ソ ン グ   「君が代」 

「奉仕の理想」 

  唱   和   「四つのテスト」 

  会 長 挨 拶   会  長  高田一行 

  幹 事 報 告   幹  事  杉森幹男 

プログラム 

  本日のお客様 

    元横芝光町町長  伊藤齊紀様 

  第一例会につき 結婚・誕生祝い 

  奨学金授与（王 堯玉さん） 

  卓話（伊藤齊紀様） 

   

 

 

「誕生祝」冨 一美会員  押尾正康会員 

     青柳 誠会員  鈴木匡哉会員 

     安藤卓造会員  高田一行会員 

     鈴木恭一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「結婚記念祝」鈴木恭一会員  齋藤逸朗会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奥様誕生祝」  内田裕雄 夫人 光子様 

         行木英夫 夫人 和子様 

         渡邊孝文 夫人 知子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奨学金授与」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（平成 31 年 2月 7日） 

平成 31年 3月 7日発行 NO.2243 第 2397例会  会長 高田 一行   幹事 杉森 幹男   会報委員長 小林 定雄 

高田会長 / 王 堯玉さん 

 

青柳会員/高田会長/鈴木(恭)会員/鈴木(匡)会員/安藤会員/冨会員 

鈴木(恭)会員/高田会長/齋藤会員 

渡邊会員/高田会長/内田会員 



幹事報告 

理事会報告 

会長挨拶 

卓話 

「乾杯のご発声」 

第 41代会長 

内田裕雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。いよいよ 2月が始まりました。

先日は雪が降ったりしまして、また、節分が近づき

寒さの中をわずかな春の訪れを感じる季節となりま

した。また今月は九州の旅行を控えております。原

爆犠牲者の幸福と平和を願うなり、平和公園にも行

く予定です。平和の泉、原爆で体内を焼き尽くされ

た被爆者たちが水を求め、そこに建設される円形の

泉です。今現在、平和の泉の抜き替え工事が行われ

る最中です。また、平和記念像には見学に支障があ

るようですが、ご理解の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

第 8回定例理事会 

日時：平成 31年 2月 7日（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．1月度会計 承認の件 

        承認されました。 

第 2号議案．新規奨学生の世話クラブとカウンセラ

ーの引き受けについて 

        申請書を提出する。 

第 3号議案．東金 RC合同例会について 

        4月 9日、八鶴亭、18:00～ 

第 4号議案．2019年決議審議会立法提出のお願い 

        提出しない。 

第 5号議案．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀会報受領クラブ 

・茂原中央ＲＣ・大網ＲＣ・茂原ＲＣ・多古ＲＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日の卓話者であります、元町長の伊藤齊紀さんの

紹介をさせて頂きます。齊紀さんは、横芝の大総地

区の旧家・農家に生まれまして、地元の成東高校、

東京農業大学を卒業なさって、勉強のためにアメリ

カに渡りまして、2年間修業して帰ってきました。

部落の皆に推されまして、町会議員をなさった後、

町長をなさった方であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今紹介いただきました。私は大総の山の中に住ん

でおります。冨さんと一緒の大総でございます。私

は総武中央ライオンズクラブの一員でございまして 

ご来訪者ご紹介 

 

 

 

 

 

21日） 

1 日）  

青柳会員 

伊藤齊紀様 



昨年は 50周年記念式典を行った際に、貴クラブか

らも代表者がおいで頂きまして、大変有難うござい

ました。この場をお借り致しまして、御礼を申し上

げます。 

今日は青柳さんが一杯の席で、私が動物（狸）の話

をしましたら「その話をうちのクラブで面白可笑し

く話してくれと」言われましたので申し上げます。 

山に、木に関して興味を持っております関係上その

話をして、その後、大学時代に 4年間空手をやって

まいりましたので、20年のオリンピック・パラリ

ンピックには正式に空手が競技種目に入りましたの

で、テレビをご覧の節にどこを見たらいいかという

ところを話したいと存じます。 

一番最初に狸の話ですが、風がだいぶ吹いた日があ

りました。その時に、私は先程から申し上げている

ように山の中ですので、杉の葉がいっぱい庭の真ん

中にありましたので、それを寄せて家の裏の方で燃

やしていたんです。その時に、天気が青空だったの

で空を見ていまして、ちょっと脇を見たらちょっと

大きめの猫が足元にいたんですよ。よく見たらそれ

が猫じゃなくて、こう、鼻が尖ってるんですよ。尻

尾を見たら、丸くて短くなってるんですよ。「なん

だお前さん、猫じゃなくてタヌ公じゃないか」と話

しかけたんですよ。狸の事ですから、何とも返事も

何もありません。ただ、私の足元で座っていたんで

すけども、茶色で 60～70センチくらいの大きさで

した。でも、全然動こうとしません。火に当たって

いたんですかね？よく分かりませんけども。 

私は動物に話しかけるのは得意なんですよ。アメリ

カから帰ってきてから肉牛を牧場を開いてやってお

りましたので、よく牛には話しかけておりましたけ

れども、狸にもいろいろ話しをしたんですけれど

も、もちろん何の答えもありません。そのうちに後

を向いたら動き始めて「もう行っちゃうのか？」と

言ったら、何も返事もなくて、ただ私の姿を見て山

の中へ消えていったということなんです。よく考え

てみたら、私の子供が小学校で、うちの山の脇の坂

を上って学校に通学している時に「狸の子供が、Ｕ

字溝の中に落ちているからお父さん助けてあげて下

さい」という事があったんですよ。私も、いくら狸

でも噛まれたらまずいと思って手袋をして行って、

２匹いた狸を助けてあげたんですけれども、今考え

ると事によるとその狸が来たのかな？と、言う感じ

がしてるわけでございます。 

うちの方は山の中ですので、ミミズクもいればカラ 

スもいれば小鳥もいれば色々いますので、よく私の

庭には子供が裏山の巣から落ちて、庭の方に歩いて

きている子供がいるんですよ。飛び立てるくらいの

子供のカラスが 1回いて、お風呂場の中に入っちゃ

ったんですよ。そしたら、上を見たらカラスの親が

グルグルと旋回してるんですよ。これは子供が可哀

そうで旋回してるんだなと思って、慌ててお風呂へ

行って庭で親に見せたんですよ。そしたら親は鳴い

ては降り上がっては降りして、とうとう山の中に連

れて行ってしまいました。それからもう一つは、前

の家の私より少し小さい男ですが、ミミズクを巣か

ら取って来たんですよ。それで家で飼おうと思った

らしいんですよ。そして檻の中に入れておいたら、

毎晩、親が来るんだそうです。子供が可愛くて、早

く放してくれというような感じでしょうね。それで

それは可哀そうだな、放した方がいいんじゃないか

なという事で、放したそうですけれども、そういう

事が沢山あります。 

もう一つ、山の木の話ですけれども、1年前に成田

山で大きな塔婆が建ったのをご存知ですか？幅が

60センチ四方の、長さが 12.6メートルですから、

相当に大きいです。聞いたら、福島県のもみの木だ

そうですけれども、これが成田山の塔婆として本堂

の前に建ちました。大林組がクレーンで吊って塔婆

を建て、赤い糸で本堂の仏像に繋いで下げて、そし

て一般の方々が糸に触って願いが叶う、そんなこと

が書いてあります。 

もう一つは伊勢神宮で 20年に 1回、式年遷宮があ

り建て替えますよね。その時の本柱が、飛騨の高山

の方で切ったそうですけれども、200年～250年の

木を切ったんですけども、その切る状況を私はテレ

ビで、関心がありますから見ておりましたけれど

も、観覧席を山の中に作りまして、林業関係あるい

は政治家等もいたでしょうけども、約 50人の観客

を前にして 3名がその木を倒したわけですけれど

も、これはチェーンソーは一切使いません。白装束

で白足袋で白い手ぬぐいをかぶって白い手袋をし

て、3人で斧で一人ずつ切っていって最後に切り落

としましたけれども、やはり木というものは非常に

神様に近いような存在価値を皆さん持っております

ので、木を倒す前にお酒で跪拝して、約 1時間以上

かかったと思います。見事に、自分の思った通りに

欅の木を切ったんですけれども、その木を切る時に

「寝て頂く」という言葉を使います。したがって、

木が倒れるときの音は「木が鳴く」という風に表現



を致しておりまして、非常に木に対しての尊敬感が

強いなと、感じるところでございます。 

山が非常に大事だという事は皆さんもうご存知のよ

うに分かっていると思いますけれども、日本の山が

今、買われているのをご存知でしょうね？中国人に

買われているんですよ。何故かというと、日本の山

は水が豊富だと。いずれは地球の水が不足するだろ

うという事で、日本の山は買われています。最初、

北海道の俱知安（くっちゃん）という所で 80％買

われてしまったと。この間は九州でも大分買われた

という話をしておりまして、政府もうかうかしてい

たらまずいなという感じであります。 

最後に空手の話を致します。空手は、皆さんご存知

のように沖縄県で生まれました。これは身を守るた

めに何も使いませんので「空の手」という事で「空

手」という事が出来たという事でございます。空手

はあくまでも防御でございまして、攻撃する手段で

はないんです。私も段を取っておりますので、当然

警察には私の名前があがっておりますけれども、例

えば私が誰かを殴ったり傷つけたりした場合には、

凶器を持って相手を傷つけたというような判定をさ

れます。従いまして、私は一切手は出しません。し

かし相手が一発二発殴ってきたら、それは防御のた

めにやりますけれども、あくまでも防御だという事

でございます。剛柔流・糸東流・和道流といろいろ

ありますけれど、私は和道流でありまして、強いと

ころは日大、明治。拓殖大学は剛柔流でございま

す。敬愛高校、元は強かったんですよ。高校のベス

ト８まで千葉県ではいったんです。当時は入学式・

卒業式には空手の型を見せておりましたので、レベ

ルが上だなと思っておりましたけれども、残念なが

ら今はその位置にはなく、やはり拓大紅陵が一番強

いですね。空手はいろいろ流派がありますけれど

も、そんなには変わりません。 

正拳…拳の手の甲が下になるように拳を脇の下まで

引き、手の甲が上になるようにまっすぐ前

に突き出します。 

突き指をしますので、握った四本の指を親

指でしっかりと締めます。 

手刀…開掌の形で小指側の側面にて相手を打つ技で

す。力道山がやっていました。（空手チョッ

プ） 

裏拳…正拳と同じ握り方で、手の甲（中指の第三関

節あたりが中心）を使います。 

足刀…足の小指側の側面で加撃します。 

回し蹴り、二段蹴り、いろいろあります。力道山が

プロレスで使った「空手チョップ」は一番効かな

い・危なくない手です。プロレスはショーですから

ね、相手は効いたようにしてくれます。正拳・裏

拳・蹴りが一番効きます。二段蹴りは私も得意な方

ではあったけど、まだ倒すまでいきませんね。やは

り二段蹴りというのは、寸隙を一発蹴って、それか

ら顔を蹴る・喉を蹴るという事なのでなかなかの技

がいります。私 4年間空手をやっていましたけど

も、3年の時に茶帯を取って、4年で三段まで上が

ったんですけども、その辺の所でなかなか段を上げ

てくれません。試合も何回かやりましたけれど、当

時 57キロしかございませんでしたので、どちらか

というと正拳よりも蹴りが得意でありまして、今は

空手の試合を見てみれば分かりますけれども、必ず

防具を付けます。スポンジでできたものを付けて、

スポンジの靴を履きます。蹴っても怪我をしないよ

うにしています。私達がやっていたころは、関東辺

りの試合になると必ず養護班が付いて、怪我して出

血をしても大丈夫・骨折してもいつでも対応できる

ような態度でやりましたので、非常に危険でしたけ

れども、やってる本人は全然危険ではないんです。

真剣にやると、少々あばら骨が折れても試合をして

いる時は全然感じません。終わってから膨らんでき

て「あっ」というような感じですけども。そんなこ

とで非常に危険でしたけども、今はもう全然そんな

ことはありません。やはりテレビで見てもらうに

は、空手の型というのがあるんですよね。これは中

央から敵が攻めてくるのを防いでやるという型があ

りますけれども、その型を見て頂く、と。私はやっ

ていましたけども素晴らしいものがありまして、女

子では千葉県出身の柏日体の高校を出ました植草と

いう選手がおりますけども、オリンピックの優勝候

補です。男子では去年国際試合で負けましたけど

も、今年また勝ちましたのでオリンピックで優勝で

きると思います。是非皆さん方にはこの型を見て頂

きたいと思いますけど、空手の型を見た事あります

か？瞬間だけ力を入れてあとはスッと力を抜くのが

本当の空手で、カチンカチンになってグッとやって

も効かないです。皆さん方、もしチャンスがありま

したら見て頂きたいなと。私も本当にどの辺まで日

本選手が強いのか、実際に見に行こうかと思ってお

ります。 

有難うございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5日に長崎みなとクラブにメーキャップに行ってき

ました。ペナントを頂いたのでクラブで保管をお願

いします。 

 

 

 

青柳 誠君・冨 一美君・鈴木恭一君・高田一行君 

鈴木匡哉君 

  …誕生祝いありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤逸朗君・鈴木恭一君 

  …結婚記念日祝いありがとうございます。 

内田裕雄君・渡邊孝文君・ 

  …奥様誕生祝いありがとうございます。 

土屋俊夫君・向後雅生君・古西弘和君・市原豊彦君 

伊藤元雄君・杉森幹男君・小川佐内君・宮口隆夫君 

  …伊藤齊紀様、卓話ありがとうございました。 

元横芝光町町長 伊藤齊紀様より 

 

本日計    45,000円 

累 計   491,003円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 
例会日 

2月 7日 

会員数 出席 

32 

出席率に
用いる数 ％ 

17 

 

30 56.67 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

土屋会員より 

 

 

21 日） 

1 日）  

2018-19年度 第 7グループ インターシティ・ミーティング 

2019年 2月 13日（水）    場所：サンライズ九十九里 

     



 

家族親睦旅行 熊本・長崎方面 

2019年 2月 24日（日）～2月 26日（火） 

 


