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【 会長挨拶 】 小池 和義 会長 

 皆さんこんにちは 

先日越谷東クラブ 35周年に 

坪井 幹事始め仲さん、山下さん、 

山﨑さん、大野さんと参加させて 

頂きました。 

プログラムがしっかりした式典で 

オープニングは黎明高校の合唱部と吹奏楽部の

コンサートがありました。

特に吹奏楽部の演奏は自分が会長になった今年

補助金事業で学生を呼んで行いたいと思っていた事

が正にこれでしてとても感動しました。

しかし 実際の所今の中クラブの人数で行えるかと

考えるとかなり難しいのかな・・と思いました。

本日は 第 1471回例会 というは次年度坪井年度

で 1500回は行く事が予想されます！単純に考える

と 1500回の次は 2000回になるので この先 10年以

上も先の事になってしまいますので ぜひ 1500回

の記念として皆さんと楽しい 年度になる事を期待

します。 

先日坪井幹事と例会プログラムについて話し合い

まして 次第に書かれていますが ティータイム前の 

時間に「 最近気になる話 」と題し皆さんに  

お聞き頂きたいと思っております。 

【 幹事報告 】 坪井 明 幹事 

＊職業奉仕部門より６月２日 

講演会がロイヤルパインズで 

行われます。 

テーマ「次世代のエネルギー

問題について」です

＊６月１０日ロイヤルパインズにて 

事務局研修会が行われます。 

事務局 能勢さんが出席します。 

＊ハイライト米山が届きましたので掲示します 

＊越谷東クラブ、越谷北クラブ、越谷南クラブより 

例会プログラムが届きましたので掲示します。 

＊「みらいの扉 まっチャンネル」のご案内が 

届きました。 

【 委員会報告 】  小池 和義 会長 

社会奉仕委員長に 代わり 報告致します。 

令和４年度 越谷市内清掃美化運動（ごみゼロ 

運動）の中止という連絡が届いております。 

コロナウイルスの高止まりという事で今年も

中止となりました。

坪井 明 幹事 より  

８月２０日（土）１３時 ～ 

紀伊国屋サザンシアター 

TAKASHIMAYAにおいて 

「頭痛肩こり 樋口一葉」という 

舞台があります。 

前回お話させて頂きましたが ぜひ皆さんと 

一緒に鑑賞し、その後 暑気払いが出来たら 

良いなと思っております。 

チケット 10,000円で５月２８日より前売り販売

開始しますので皆さんの予定お聞かせ下さい

次週インフォメーション 

5月 

24 日（火）12:30 ～ 第 3例会 

28 日（土）規定審議会の報告会 

14：00 ～ (Zoom) 

 29 日（日）「 ロータリーを 

愉しむ会 」 

13 時～大宮ソニック 

31 日（火）夜間例会 

 18：00 ～ 正八寿司 

＊予定が変更になることがあります 

予めご了承下さい。 



【 卓 話 】（最近気になる話） 小池 和義 会長 

本日は Microsoft 社 

 PowerPointを使用しまして  

皆様にお話をさせて頂きます。 

「いろは丸事件」を 

ご存知でしょうか？ 

（勉強熱心な K会員が手を挙げて下さいました！） 

幕末に私が大好きな坂本龍馬が絡んでいる 紀州藩

との大喧嘩の話です。 

1867年 4月 23日 紀州和歌山藩 蒸気船 明光丸

（880トン）と坂本龍馬が乗るいろは丸（160ト

ン）が瀬戸内海 六島沖を航行中衝突し沈没してし

まいました。 

明光丸は一度 いろは丸に 

衝突した後 慌てて後退し 

再度前進して 二度にわたり 

衝突したと言います。 

お互い同じ方向に舵を切った為と言われてます 

当然 坂本龍馬の いろは丸の方が小さいので沈没し

てしまいました。 

紀州藩としては 金一封で片付けようとしましたが 

龍馬は 「ふざけるな！」と噛みついたのでした。 

勝つ事の非常に難しい喧嘩を買ったのです。 

これは 現在でいうプーチンに喧嘩を売りにいく様

な事です。当時の日本 徳川に楯突くとは考えられ

ない時代でした。 

当時の坂本龍馬は 脱藩した為 土佐藩では犯罪者

扱い 捕まえたら直ぐに土佐に戻せ！という状態で

した。 

脱藩した後 勝海舟の弟子に入り 後に 神戸海軍塾 

塾頭として 実力を付けて行き 1866年「薩長同盟」 

の中心人物となりました。 

事故直後 乗組員全員に 直ぐに 明光丸に乗り移

るよう指示し 明光丸の“ 航海日誌 ”を押さえま

した。坂本龍馬は 明光丸の船長に 近くの 鞆の浦

港に舟を付けるよう指示をし そこで 「これが 万

国公法にのっとったやり方か」と突きつけました。 

正に先手必勝です！ 

坂本龍馬は 土佐藩から 後藤象二郎、岩崎弥太郎 

（後に三菱グループ設立者）を使いながら紀州藩を 

相手に賠償金の交渉を行いました。 

船体だけではない！ 

重火器、金塊も積んであった 

と金額は 84,000両 

（ 現在のおよそ 164億円 ） 

高額な請求に 当然紀州藩は逃げ回りました。 

舵切りを間違えていた紀州藩側ですが  

牢人にこんな金額を払えないというのが長崎奉行所

の空気でしたが龍馬の心意気は 

「船を沈めた償いは金を取らずに国を取る」と  

 

紀州藩を潰す意気でした。 

長崎の芸子達にもこれを歌わせ長崎中でこれを流行

らせるという行動に出ました。 

その後 長崎奉行所も無視する事が出来なくなり 

なんと 紀州藩を打ち破りました。 

紀州藩の規模から大したダメージを受けてない様に

思えるのですが 後の 1867年 11月 9日大政奉還に

影響を与えたのではないかと言われております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

余談ですが 1988年鞆の浦沖合水深 27ｍの海底に 

いろは丸 が発見されたそうです。 

2005年京都市埋蔵文化財研究所が提示した海底調

査では 坂本龍馬等が主張した重火器等は船体近辺

より発見されなかったそうです(笑)  

 

【 卓 話 】（最近気になる話）  坪井 明 幹事 

私は 絵本の紹介をさせて頂きたいと思います。 

２冊用意致しました。１冊目は 

「てぶくろ」という絵本です。 

自分は 30年ほど前に 

 子供に読んであげた絵本の 

一冊 ですが最近新しく購入して 

みました。 

絵本の内容はご存知の方もいらっしゃるかと 

思いますが子犬とおじいさんが森に散歩に行った時  

てぶくろを落としてしまいました。 

落ちていた てぶくろを見た森の動物達は「これは 

住み家にいいな」とてぶくろの中に次々と入って行

きました。最初に入ったのは 

食いしん坊ねずみ、次に 

「僕も入りたい」と来たのは 

 ピョンピョンカエル、 

次に速足うさぎ 

おしゃれキツネ 

オオカミ、いのしし と次々と入って行きました。 

現実では有りえません絵本の世界のお話ですので！ 

最後に来たのは クマさんで全部で 7匹がてぶくろ

の中に入って行きました。 

手袋の中はギュウギュウ状態ですがみんな「狭いけ

どしょうがないね」 と次々と入りたい動物を入れ

てあげました。 

 

 

https://jpreki.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_9012.jpg


暫くして てぶくろを落とした事に気が付いた 

おじいさんが犬と一緒に森に探しに来ました。 

最初に 犬がおじいさんのてぶくろを クンクンと匂

いで見つけました。 

すると てぶくろの中に居た動物は一斉に逃げ出し

たのです。 

 私が このお話から 何が言いたかったのかと 

申しますと このお話は ウクライナ民話 です。 

今 戦争中のウクライナですが このお話が生まれた

のは６０年ほど前で１００回以上印刷された有名な

絵本です。 

現在 ウクライナの人々は ロシアの攻撃から逃げ 

全く知らない土地 全く知らない人の家に「家使っ

てもいいよ」という方々に守られている様子が 

テレビで放送されています。 

ウクライナだけでなく ポーランドの方からも 

「家開いてるから使っていいよ」という話しもある

そうですこの絵本を作ったウクライナの作家は こ

ういう人達の風土というのは 慈愛に満ちた とか 

辛抱強いとかがあるのかなと思います。 

そしてみんな一致団結しているなと 戦争のニュー

スをテレビで見た時「てぶくろ の絵本と一緒だ」

としみじみ感じました。ぜひ皆さんのお子さん、 

お孫さんに聞かせてあげて欲しいと思い紹介いたし

ました。 

 

２冊目は 日本の作家が昨年作成した絵本で 

「二番目の悪者」という絵本です 

芥川作家 川上未映子さんが 

大人の番組で絶賛していました。 

私はその番組をテレビで見ていて 

 とても気になり 直ぐに 本屋に 

注文致しました。 

これは大人が読むべき絵本です！ 

この本には 金色のたてがみを持つ金ライオンが 

出てきます。銀色のライオンも出てきます・・ 

これ以上は 申し上げません！ 

ぜひ 皆さまに読んで頂きたいと思います。 

読み終えた後 感動しました「俺かな？」「私か

な？」と 自分を律する絵本です。 

子どもだけではなく 大人が読むべき絵本だと私は 

思いましたので 本日紹介させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 出席報告 】               菊地 貴光 副幹事 

＊越谷東ロータリークラブ 35周年式典  

とても良い式典でした。 

出席された方お疲れ様でした。 

 本日も宜しくお願いします。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・小池 和義 会長 

＊日々
にちにち

好日
こうじつ

。今日もまた善き日です。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・坪井 明 幹事 

（ 日々好日：来る日も来る日も、楽しく平和な良い日 

が続く事。一日一日を大切に生きる心構えをいう ） 

＊本日も宜しく・・・・・・・・・山下 良雄 会員 

＊本日も宜しくお願い致します・・菊地 貴光 会員 

＊何故か 火曜日に仕事が発生する今日この頃です 

 本日もスマイルで参加します・田中 のり子 会員 

＊コロナもだいぶ落ち着いて来ましたが  

ウクライナの事が非常に心配しております。 

平和な日が訪れますように・・秋元 志津子 会員 

＊遅れて申し訳ありません・・・山下 ヨシ子 会員 

 

スマイル金額 8,000円 

 

 

会員

数 

出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

13名 2名 8名 3名 0名 72.7％ 

例会終了直後から 会員の皆様が手に取って 

見て頂きました！ 

貸出中の場合もありますが 多くの方に読んで頂

き ぜひ感想をお聞かせ下さい！  


