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会長：小塚照夫  幹事：中野智之  会報委員長：佐々木隆 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6ホテルニューイタヤ内 

TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

 

    司 会      角田 充由 S.A.A 

    

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介   物井 栄三郎 親睦委員 

    

   §青山 敏朗 様(佐野 RC)  §永島 正志 様(佐野 RC) 

     

    会長挨拶     小塚 照夫 会長 

 

 皆様こんにちは。 

 昨日は 2 月 3 日節分でした。豆をまいて福を呼び、鬼を追い出す、この行事は私達が幼い時

から伝わる行事のひとつです。 

 又、節分の夜に、その年の恵方(えほう)の神のいる方位に向かって巻き寿司を食べると幸福

が訪れると言う風習が流行っています。節分と言うのは、歴の中の季節の変わる前日を言うそ

うです。 

 今週は、地区会長幹事会が予定されています。中野幹事と出席し、新しい情報を収集し、ク

ラブ運営に反映して行きたいと思っています。本日は「義理人情とやせ我慢」と言うお話を宇

都宮鳶木遣り保存会の古川芳男様にお願いしております。古川様、よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告      中野 智之 幹事 

 

   §ロータリー財団と米山記念奨学会各寄付の確定申告用領収証をレターボックスに配布致しまし

たので、お持ち帰りください。 

   §ロータリー手帳申し込みのご案内が届いております。ご希望の方はお申し出下さい。 

   §国際ロータリー囲碁大会のご案内が届いております。参加希望の方はお申し出下さい。(回覧) 

 

    

2 月 第 1 例会 

2015 年 2 月 4 日(水)    会員数 46 名 出席 27 名 

TEL:028-635-5511
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    2 月のお祝い事     物井 栄三郎 親睦委員 

 

§入会記念 塩田潔会員・岩本一男会員 

 §本人誕生 坂本昭一会員・青木克浩会員・角田充由会員 

 §夫人誕生 安齊誠一会員 

 §結婚記念 小塚照夫会員・田島久夫会員 

 §創立記念 塩田潔会員(株)シオダ建築デザイン事務所 ・ 小林裕会員 日昌測量設計(株) 

 嶋田辰雄会員 (有)シマダ建設・酒澤伸二会員 (株)フリントホイール 

           

    皆出席表彰 

 

坂本昭一会員 

    2007 年 1 月より 8 ヵ年   

 

 

 

           

    スマイル BOX 委員会報告  酒澤 伸二 委員 

 

   §中野智之幹事 今日も元気にスマイルします。 

   §仲田俊夫会員 宇都宮最後の鳶(とび)の古川芳男さんの卓話、楽しみにしております。よろし

くお願い致します。 

   §若月章男会員 古川会長の卓話を楽しみにしています。今日は立春、いよいよ春ですね。 

   §村上芳弘会員 3月に南風インターアクトクラブより、台湾に生徒が研修に行くそうです。頑張

って下さい。 

   §塩田 潔会員 先日、久しぶりに映画「アゲイン 28年目の甲子園」を見て来ました。これは単

に甲子園の野球の物語ではありません。ある男の“人生を掛けた送りバント”

とその娘の物語です。野球部員は必見です。組織とは何か？ロータリーにも通

じる話ですので、野球が嫌いな人もぜひ！深い映画ですよ！我が野球部の甲子

園出場にも暖かいご支援をよろしくお願い致します。 

   §田中正夫会員 これから忙しくなって行きます。 

   §藤島 拓会員 毎日寒いのですが、いよいよプロ野球がキャンプインしました。我が南クラブ

野球部も甲子園目指して練習を始めたいです！！(気持ちだけは・・・) 

   §角田充由会員 インフルエンザの季節です。くれぐれもご健康にお気を付け下さい。 

   §小林 裕会員 決算が終わり納税しました。 

   §酒澤伸二会員 今月で会社も 13年目に入る事が出来ました。感謝感謝です。 

    

    

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました    今週の金額  9,000 円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援           今週の金額  1,566 円 

甲子園募金                        今週の金額  2,550 円 
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    外部卓話 

 

宇都宮鳶木遣り保存会 

 

古川 芳男 様 

 

「義理と人情とやせ我慢」 

 

 「義理と人情とやせ我慢」と言う言葉は、今では忘れられた言葉になりつつあります。 

 私は鳶の中でも「町火消」の保存会です。 

 

宇都宮鳶木遣りの歴史は、徳川二代将軍 徳川秀忠による 

日光東照宮造営まで遡ります。 

全国から建築、土木、製材、石工、彫刻、塗装など沢山の職種の 

優れた職人が日光に集まり、さまざまな文化を持ち込みました。 

そのひとつが「木遣り唄」（「木を遣り渡す」の意味）で山から 

木を伐り出す時や、重い大きいものを移動する時、大勢のカを 

ひとつにする素朴な掛け声が、鳶職の作業唄になっていきました。 

日光の冬は厳しく仕事にならないため、11月から 3月までは 

宇都宮で仕事をし、お国自慢の木遣り唄が宇都宮に根付いていき 

ました。 

また亨保年間 八代将軍 徳川吉宗の治世の項、江戸町奉行 

大岡趨前守忠相は江戸市中の火事の多さに民家の火事は町人が 

消す事にし強い団結力、勇猛果敢な行動力の「鳶」が「町火消し」 

に抜擢されました。亨保 3年（1718年）宇都宮城下にも鳶による 

町火消しが結成され宇都宮寄木獲りが言延生しました。 

「武士道とは死ぬことと見つけたり」は常憶の一節ですが自分の 

命を顧みず、身を捨ててこそ生きる逆があるとばかり燃えさかる 

灸に立ち向かう事が、武士道ならぬ「火消し逆」で鳶の心粋でした。 

宇都宮鳶木遣りは昭和 36年 10月に宇都宮市無形文化財に 

指定され、江戸初期より 300年近く続き、江戸時代の匂いや 

心粋を宇都宮に伝える宮木遣りを絶やさず守り続けています。 

木遣り唄の歌詞はすべて口伝で、「梁川家口伝書」によれば 

37種類あり、ご祝儀や不祝儀などの時に歌われます。 

梯子乗りは鳶ロで固定した長さ 24尺 8寸 6分（約 7．5m）の 

梯子の上や途中でさまざまな裳を行うもので「しゃちほこ」 

「腹亀」「谷のぞき」などの技があります。 

毎年正月に行われる宇都宮の出初式や二荒山神社の大王祭、 

宮まつりなどで披露されています。 

宇都宮鳶工業組合 
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    プログラム 

 

 

月  日 時  間 内  容 

2 月 11 日(水) 法定休日 休会 

2 月 18 日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：我が人生を語る 

 安齊 誠一 会員 

2 月 25 日(水) 
12：30～ 

（11:00 より開場） 

移動例会：IFC 宇都宮製菓専門学校 

   蕎麦打ち教室 

   そばの実 店主 安藤 英二 様 

 

月  日 時  間 内  容 

3 月 4 日(水) 12：30～13：30 

宇都宮陽南 RC 合同例会 

栃木県知事 福田 富一 様 

「行政を語る」 

3 月 11 日(水) 振替休会 12日(木)インターシティーミーティングの為 

3 月 12 日(木) 
16：00～ 

(ホテルニューイタヤ） 

インターシティーミーティング 

集合時間 16：00 登録：16：20 

懇親会：18：20 

3 月 18 日(水) 12：30～13：30 

宇都宮陽南 RC 合同例会 

宇都宮市長 佐藤 栄一 様 

「市政を語る」 

3 月 25 日(水) 移動例会 職場訪問：(株)セルクリーンセンター 

 

出席報告  田島 久夫 委員 

 

会員数  46 名  前々回 1 月 21 日 

出席数  27 名  訂正率 77.5％ 

欠席数  19 名       

出席率  64.29％  

次回例会 

 2015 年 

 2 月 11 日(水) 法定休日  

 2 月 18 日(水) 会員卓話 

        「我が人生を語る」 

         安齊誠一 会員 


