
・点　鐘　半田会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター  （日高）小坂雅彦様�

・卓　話　内田雪彦様�

【会長報告】

　１１／１９、会長幹事会がヘリテイジリゾーツ

飯能で開催。豪州・ブリスベーンより来日する

５名（男子１名・女子４名）のＧＳＥメンバーの

うち１名を木川会員のところで１週間お預か

りすることになりました。

　ブライダル委員会では「登録カード」を来週

配布。使用される方は記入後、事務局を通さず

直接ガバナー事務所に送って下さいとのこと。

現在６０名の登録で４組が成立しています。

　昨日、韓国では大変な事がありましたが、

明日から３泊４日あるいは２泊３日で東清州

へ行って参ります。

【幹事報告】

・塩野会員の母君様ご逝去。�

・Ｈ２２年度飯能消防団特別点検と功労者表

　彰式に会長名代で安藤副会長が出席。�

・１２／１２川越・東武ホテル、米山奨学部門・Ｘ

　マス会・感謝の集いに萩野会員が出席。�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・１２／１６（木）１２／１８（土）家族親睦例会（点鐘１８時）に振替�

・１２／２３（木） 例会取止

・１２／３０（木） 例会取止�

・１／６（木）   夜間移動例会  新年会   点鐘１８時�

【委員会報告】

◎中里（昌）君�

　１１／２１「埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦」で

「飯能すいーとん」は開催地・加須に次ぐ準優勝。

実質的な優勝だと思っております。これから

もまちおこしのため進めて参ります。ご協力

よろしくお願い致します。

◎山川君�

　過日、母の葬儀にはご芳志を頂戴致しまし

て有難うございます。今後共ご交誼の程よろ

しくお願い致します。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

１１／１９（ガバナー）吉島君

　　　（第３Ｇ）半田君

１１／２１（ガバナー）吉澤君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・内田先生、ようこそ。今日は有難うございます。

　よろしくお願いします。　細田（吉）君、大附君

　　　　　増島君、安藤君、間邉君、田辺君�

・飯能ロータリーの皆様、いつもお世話になります。

　本日よろしくお願いします。（日高）小坂雅彦様�

・小坂さん、ようこそ。

　　　　　　　  吉田（健）君、和泉君、田辺君�

・埼玉Ｂ級グルメ王大会、開催地加須市に続

　いて「飯能すいーとん」が準優勝しました。

　　　　新井君〔前会頭〕、中里（昌）君〔会頭〕

　　　矢島（巌）君〔副会頭〕、吉田（武）君〔副会頭〕

�・間邉さん、セミナー出席、有難うございました。和泉君�

・母の葬儀にはロータリークラブと会員皆様よりご

　厚志賜り有難うございました。お陰様で無事終わ

　りました。大変有難うございました。　　  山川君�

・「飯能すいーとん」特集番組を組んでいます。和泉君�

・遅刻。　　　　　　　　　齋藤君、小川君�

・早退。　小川君、小崎君、馬場君、吉澤君�

本日計２７，０００円、累計額７１１，６２２円。

◎１日例会当番は小久保会員、川口会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　　　　  細田（吉）プログラム委員

　本名は一彦。Ｓ３２年、清水美江氏、Ｓ３４年、

川上三太郎氏に師事。Ｓ３６年「埼玉川柳社」発

足時より同人。「川柳研究社」幹事。現在、「飯能

川柳会」会長、「埼玉川柳社」顧問、「埼玉県川柳

協会」幹事、埼玉文芸賞選考委員、広報はんの

う川柳選者、文化新聞川柳欄選者。

　江戸時代の柄井川柳（からいせんりゅう）と

いう第一人者の名前を取り、明治の終わり頃、

「川柳」という名前が付けられました。以来、お

蔭様で「三部門」「短詩文芸」とのお言葉も頂戴、

存在感が出て来ているのかなと思っております。

先般の全日本川柳協会会長改選時には「川柳

人口５０万」との公式発表（８年前は３０万）。概算

で「１県１万」ですが、１万人以下の県が多く、

埼玉は１万人おりません。“４０市３０町村”（現在２４

町村）で飯能市は１００人超。「山手なの花館」でも

３０人近い愛好者が毎月勉強されています。２つ

の大きな大会「全日本川柳協会全国大会」「国

民文化祭」には１万人程の応募があり、行政発

行の文芸誌等でも１つのジャンルとして認め

て頂いています。また、サイボク「まきばの湯」

等、企業で事業の一環として川柳を利用する

事が多くなりました。教科書にも載り、マスコ

ミでも出番が多くなっているという現状です。

　江戸中期に始まった頃は「庶民文芸」として

定着、価値を認められつつあったわけですが、

江戸末期から明治３０年位までの間にずっこけて、

「狂句」という名を頂戴するまでに堕落、「文芸」

なんてとんでもないという時期がありました。

その時代を憂い、中興の祖が川柳のあるべき

姿の〈３要素〉、スローガンを掲げ、「文芸」に戻

って、今の立場が出来上がって来たわけです。

　狂句では、語呂合わせ、文字遊び以外に、「破

礼句（ばれく）」とも言われる、品の無い下ネタの十

七字が盛んに流行りました。今、マスコミに出

る川柳にも語呂合わせ、文字遊びがかなりあり、

これが川柳の姿だと思われている方が大勢い

らっしゃると思います。私達、川柳家からは問

題点なのですが、それも

ユーモアがあり面白く、

捨て難いのかなというふ

うに思います。
　町村をあげて民主に批判票

　楽天は星の流れに身を任せ

　日中は微妙中日は絶妙 等。
　８月にゾクッと寒い電気代

…これなどは狂句の域を

脱し、風刺、ユーモアもある、現実を見つめた

作品…そういったことをご承知の上で受け止

めて頂ければと思っております。

　先ず「五七五」を何も考えず練習して下さい。

日本民族に一番合っている「五七五」のリズム

を掴むことです。
　川柳はどんなもんかと講座受け

　私にもできるのかしら五七五

　よく晴れたさあ洗濯を始めるぞ

　あの人の奥さんどんな人かしら 等。

　次に「目に入った発見」と「心に響いた発見・

感動」を拾って下さい。拾ったものを練習し

た五七五に乗せて下さい。

　これが川柳入門講座の大筋です。

　朝ドラが終わって主婦は動き出す…練習してい

るとこういうのが出てくる。

　マンションに布団が並ぶいい日和…先の「よく

晴れた」の練習から出た句。
　夕方になるとビールが目に浮かぶ

　新聞はじっくり見よう社会学…練習する中で、

そういったものが出て来ます。

　目に入った発見、「おや？」と思ったものを

五七五にする、それだけのことでございます。
　ビルが建つ以前はここは何の店

　襟ちょっとつまみ和服の客が来る

　旧姓の印鑑妻が持っている…これは私の句。

　ニコニコと携帯電話歩いてる…時代の姿。
　玄関に躾が分かる靴の位置

　心に響いた発見の方が作品としては品格、

重みのあるものが出来易いと言われています。
　ああ言えば良かったまたも悔いとなる

　優しさが欲しくつくづく老いを知る

　人間のずるさを人間から学び…気持ちに何か

ぶつかったものを五七五に乗せる。

　幸せに慣れ幸せを忘れてる…私の句です。

　是非これをご縁に川柳を作って頂ければと

思います。

飯能ロータリークラブ会報

曇

当 番 柏木君、神田（敬）君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 今年度  会報・広報担当：和泉由起夫

雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

※前号「当番」に誤りがありましたので、修正したプログラムを
　記載しています。
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雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

※前号「当番」に誤りがありましたので、修正したプログラムを
　記載しています。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

内田雪彦様

今日から 川柳作家

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

小久保君
川 口 君
［会長・幹事］

年　次　総　会

森 君
増 島 君
［会長・幹事］

ヘイテイジ飯能 １８：００

クラブ協議会

間 邉 君
前 島 君
［親睦活動］

クリスマス家族会

例会取消（法定休日）

丸 山 君
中里（昌）君
［プログラム］

算命学研究家・
浅草シルクロード店主 宮下令士様

卓話「元気になる話」

平成２２年１２月のプログラム
（月間テーマ  家族月間）


