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2019 年 4 月 2 日（晴れ）第 37 回例会

点
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五味渕会長
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◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のランチ
天重 汁 香の物
会長挨拶
五味渕会長
皆さん、こんにちは。寒い日が続きますが、い
つの間にか４月になってしまいました。４月は新
年度のスタートの時期でございます。昨日、新元
号の「令和」が発表されました。今までは中国の
古典からだったのですが、今回、出典は万葉集で
「梅の花の歌」から引用したとのことです。５月
１日に現天皇が退位され、皇太子殿下が即位され
ますので、その日から「令和」ということになり
ます。社会の新たな力となるような新しい時代に
なればと思います。先日、新旧委員長の引継ぎ会
議がございました。我々の年度も残り少ないわけ
ですが、つつがなく終了に向かって進めて参りた
いと思います。新しい執行部の方々はご準備を始
めていただきたいと思います。
本日は新会員の入会式がございます。その後、
パスト会長の小林利延さんの卓話がございますの
で、ご静聴の程よろしくお願い申し上げまして、
挨拶といたします。
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◇米山記念奨学会よりカウンセラーの委嘱状
平野利一会員へ
奨学生：ソク ピセット（SOK PISETH）
（カンボジア 宇都宮大学）
期 間：2019 年４月１日～ 2021 年３月 31 日

幹事報告

手塚幹事

◇ロータリーレート ４月は１ドル 110 円
◇市内 10 クラブの親睦ゴルフ大会の最終案内
５月６日（月・祝）宇都宮カンツリークラブに
て開催。出場希望の方は本日中に事務局迄。
◇事業報告書ならびに事業計画書の締切りは５月
７日（火）までと致しましたが、なるべく連休
前に事務局まで御提出下さい。
◇来週の定例理事会の出欠について早急に返信を
お願いたします。
◇訃報のお知らせ
2001-2003 年度国際ロータリー理事、
（公財）
米山記念奨学会元理事長、当地区 1987-88 年度
ガバナーの板橋敏雄様（足利東ＲＣ）が、３月
25 日、ご逝去されました。（享年 88 歳） 密葬の
儀は近親者のみにより既に営まれました。
な お、 葬 儀 お よ び 告 別 式 は 社 葬 を も っ て、
2019 年４月 23 日（火）足利市民会館（大ホー
ル）にて行なわれます。 ※詳細は事務局まで。

おおつか

役
職
整形外科
〒 320-0041 宇都宮市松原 2-7-22
TEL.028-621-3661
旭英幸会員、五味渕秀幸会員

委員会報告
◇スマイルボックス委員会
金子委員
小林正明会員
新年号が「令和」となりました。お慶び申し
上げます。令き和む時代となりますように祈念
いたします。また、日の丸を愛する会様のご紹
介で国旗セットの販売を行っております。入口
に見本を設置させていただいております。
よ

なご

◇親睦委員会
＜誕生祝い・４月＞
山﨑副委員長
会員誕生
金田
剛、小菅 庸二、中村
明
坂田 早苗、鈴木
明、太城 敏之、
山中 和弥、吉田 恭平 各会員
夫人誕生
羽石 光臣、長野 榮夫、笹沼 道正、
鳥居利一郎、戸﨑 勝彦、薮下 行平、
谷田 部修 各会員の奥様
※４月７日の親睦ゴルフ大会よろしくお願い
いたします。（中村副委員長）
◇青少年奉仕委員会
小林（正）委員長
先月３月 24 日～ 27 日まで、宇都宮商業高校
の宇商マーキュリーインターアクトクラブの３
名と顧問の先生合わせて４名が台湾研修に行き、
無事に帰ってきたとの連絡を頂戴いたしました。

卓話
「平成から令和へ 平成天皇皇后両陛下のご案
内を思い起こして」

パスト会長 小林利延様

次の元号が分かりました。普段は意識の外に
あって、素通りしてゆくものが、マスメディア
によって大騒ぎされると、矢張り気にしないわ
けには行きません。それが世代とか世相を表す
キーワードと決め込まれると、自分の頭の中で
整理して納得する位置に置かないと、「あいつは
ズレてる」とか「時代遅れだ」などということ
になります。
元 号 を そ の 文 字 が 持 つ 意 味 で 占 っ て み て も、
駄洒落に終わるのがオチです。それよりも元号
を支えている人を良く見れば、元号の意義が分
かるのではと思います。現在は二つの元号が共
存している極めて稀な時期ですので、今上天皇
を平成天皇、皇太子殿下を令和天皇と呼ばせて
頂こうと思います。
私は平成天皇と皇后両陛下とたった一時間では
ありますが、お二人を独占して対話する時間を持
つという幸運に恵まれました。そこで感じたもの
を、次の令和天皇と皇后両陛下に感じることが出
来るかがこれからの日本の向かう先を占うことに
なるかと思い、次の元号が分かったこの瞬間にお

話してみようと思ったのです。
皆様ご存知のように、私は平成になった初め頃
に鹿沼市から美術館を立ち上げることを依頼され
ました。折しも予算が豊富な時代、これを有効に
使えるとあって私も張り切って事に臨みました。
平成四年、鹿沼市川上澄生美術館は開館しまし
た。当時の県知事渡辺文雄氏にご挨拶に伺った折、
「皇后美智子さまは川上澄生の詩と絵にご興味を
お持ちと伺っておりますので、那須御用邸におい
での折に是非差し上げて頂きませんか」と新しい
図録をお手渡ししてお願いして来ました。知事も
「そうだね。いつも手土産がイチゴと牛乳じゃ気
が利かないものね」と預かって下さいました。
チャンスは意外に早くやって来ました。美術館
が開館して三年後の平成七年十月十二日、平成天
皇、皇后両陛下の公式ご訪問が決まり、私たちも
新企画「川上澄生創造の秘密」を仕上げてお二人
をお迎えすることになりました。展覧会の準備が
大変なのは勿論ですが、さらに大変が付いて来ま
した。それは警備です。皇宮警察から警視庁、栃
木県警、鹿沼警察署が別々に警備の下見に見える
のです。そのたびに同じような質問にお答えし、
同じような個所を見て回るためにご案内するので
す。準備の合間に応対に時間を割かれ天手古舞い
でした。ご案内の内容も驚くべきものでした。宮
内庁からの山ほどの注意書きの中には、美術館の
平面図があり両陛下の御順路が赤い点線で示され
ご説明役の位置まで指定してありました。その中
でも強調されていたのは、一つの施設の中では両
陛下をご案内し話掛けられるのは、たった一人だ
ということでした。そのお陰で私は両陛下が美術
館にお出でになる間、一人でお相手することが出
来たと云う訳です。
そのなかで特に感じたことは、天皇皇后両陛下
の周囲の人たちに対する配慮の深いことでした。
歓迎する多くの人たちの「ばんざい」とか、「美
智子さまー」という声がする度に素早く反応し、
声のする方向を必ず向かれて手を振られるのです。
それが車を降りられてから建物の入り口まで進ま
れる間、絶えず行われていました。このような行
動は、お側に付いてみて初めて分かることでした。
驚きました。お二人はそのために周囲に絶えず気
を配っておられたのです。
それは美術館の中に入って更に深まってゆきま
した。両陛下をお待ちしていた地元の方々を御紹
介してゆくと、それぞれに優しいお言葉をかけら
れます。まるで昔からの知り合いであるかのよう
に。そして作品の展示室にお入りになってからは、
作品一つ一つについて詳しいご質問と、ご感想を
述べられました。特に皇后さまの川上澄生の絵や
詩に関する薀蓄は深く、ご質問にお答えするのに
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懸命になりました。天皇陛下は「日本新八景の内
含満ヶ淵」の前で、皇后さまに戦時中に近くの
日光御用邸に疎開されていた話をなさり、皇后さ
まも館林に疎開されたことを答えておいでのご様
子は微笑ましいものでした。館長室で川上澄生の
生涯について御進講した折には、お二人がお茶を
召されても私が目の前の茶碗に手をつけなかった
のをご覧になった天皇陛下は「どうぞ」とお茶を
勧めて下さるほど気を使って下さったのには、恐
縮というより驚きを感じました。
ご帰館のおり、館外にお出でになられますと、
待ちかねた人々からの歓声とお名の呼び声にいち
いち返礼をなさるのには、四方へのお気遣いを決
して絶やされない誠実さを強く感じました。
扨、最初に申し上げたように私のお話の意図す
るところは、ご退位が決まってから、そのご挨拶
で「平成が戦争のない時代として終わろうとして
いることに、心から安堵しています」と述べられ

たことです。
僅か一時間しかお話できなかった私にさえ感じ
させた両陛下の国民に対する誠実さと思い遣りに
基づくものであり、国民の幸せを常に願っている
ことを深く感じさせるものでした。幸い次の世を
継ぐ令和天皇陛下も「戦争のことは全く体験とし
ては御座いませんが、戦前、戦中はほんとに多く
の方々が大変な思いをされたという風に伺ってお
ります。…このような平和が今後とも長く続くこ
とを祈っております」とおっしゃっていますので、
この平和への願いが平成天皇から令和天皇に継が
れて行くものと思っております。これが平成から
令和につながるもっとも大切な思いであり、末永
く守られることを信じています。
※平成天皇、皇后両陛下の川上澄生美術館の
ご訪問の様子を映したＤＶＤを、小林パスト会長
のご説明を伺いながら鑑賞しました。
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