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次年度委員会別打合わせ ロータリー親睦活動月間 78.26%

「伝統の進化」

こんにちは。本日の会長の時間は「伝
統の進化」についてのお話です。

先日、テレビのクイズ番組で、2024 年
上期をめどに新一万円札に印刷される渋
沢栄一ですが、実は 60 年前千円札のデザイン候補に挙
がっていたと紹介していました。

当時、偽札防止上、デザインを複雑にできる口ひげを
生やした人物を選ぶのが伝統のようになっていた為、伊
藤博文になったと知りました。

現在では、偽札防止の技術が向上し、女性もお札に印
刷されるようになり、お札のデザイン候補となる人物の
選択肢が広がったという事です。

このように、時を経て「伝統」が進化していくケース
をご紹介したいと思います。

私は、仕事上どうしてもテレビ番組やコマーシャルに
注目してしまいます。

その一つ目が「箱根駅伝」です。今やすっかり正月の
風物となっています。

いかにして定着したかを知ると「伝統」の出来上がり
方が見えてきます。

箱根駅伝の一回目は、1920 年大正 9 年から実施され、
当初は正月とは関係なく 2 月に行われていました。

その後、期間を 1 月 4 日から 13 日までの間とし毎年
のように実施日程が変わりました。現在の 1 月 2 日、3
日になったのは 1955 年、昭和 62 年日本テレビが中継を
始めたのがきっかけと言われています。

それまでＮＨＫラジオで中継していたのですが、テレ
ビ放送により高い視聴率になったとの事です。

選手関係者、OB その他多くの人が長い時間楽しみに
見てくれますので、当然視聴率が取れます。

という事は、たくさんのスポンサーがつくという事です
から、日本テレビは全社挙げて中継をしているわけです。

2 つ目は、　「お中元・お歳暮」です。いつ頃から始まっ
たのかというと、C Мで目にするお中元、お歳暮の「お
世話になったあの方へ」のキャッチコピーは有名ですが、
お中元については、中元というくらいですので、上元、
下元とあり、合わせて三元と言っていました。

一年を通して 1 月、7 月、10 月の 15 日をめどに行わ
れていたそうです。

中元の意味は、中国の道教の教えで「罪を赦す日」とし、

贈答とはあまり関係がなく、同じ時期の「お盆」に、先
祖を供養する「先祖への供え物」が、贈り物の起源となり、
江戸時代に入ってから、先祖だけではなくお世話になっ
た人への贈り物として始まったと言われています。

お中元、お歳暮ともに一般的になったのは、明治 30 年
頃で、デパートでの商戦もこの頃から始まったそうです。

最後は、夏の郷愁「蚊取り線香」です。
「金鳥の夏・日本の夏」と、大見得を切った C Мが始まっ

たのが 1967 年昭和 42 年でした。
出演したのがあの国民的大スター美空ひばりときた

ら、有無も言わさぬ説得力があったことでしょう。この
時はまだ 30 歳でした。

以来、このコピーを使った C Мは出演者を変え、内容
を変えながら受け継がれ、日本人なら蚊取り線香を見た
だけで「日本の夏」を思い浮かべるようになりました。

蚊取り線香の歴史はと言うと、平安時代に「蚊遣り火」
を焚いて蚊を寄せ付けないようにしていたのですが、これ
はヨモギの葉っぱやスギ、松の青葉などを火に燻した煙で
蚊を追い払うというもので、長い間日本の伝統でした。

1885 年明治 18 年になって和歌山の密柑農園を営んで
いた上山英一郎にアメリカ人の植物輸入業者が「日本の
珍しい植物の種と私が持っている西洋の植物の種を交換
してください。」と頼まれ「除虫菊」というバルカン半
島原産の花が入ってきて栽培を始め、燃やすと効果があ
るという事で，除虫菊粉末をおがくずと一緒に燃やす製
品を作りましたが、残念ながら普及しませんでした。

その後、線香に練りこんだものを作ったのが「金鳥香」
で世界初の蚊取り線香になり、扱いやすいので人気商品
になりましたが、ただ欠点は、線香一本が燃える時間が
短く、とても一晩持たず、そのうえ折れやすく火事の危
険がありました。

試行錯誤する中、蔵の中でとぐろを巻いているヘビを
見てひらめき、渦巻の型となり、日本の夏の風景が出来
上がったと言われています。

夏の「蚊遣り火」から約 1200 年、除虫菊の栽培から
約 130 年、渦巻き状蚊取り線香から約 115 年、金鳥、大
日本除虫粉設立から約 100 年「金鳥の夏、日本の夏」の
CМから約50年になり、近年は、電子蚊取りが主流になっ
てきています。
「伝統」とは国内の事で、外国とは関係ないように思

えますが、外国の存在に触発されて国内を見つめなおし、
今まで気づかなかった「伝統」を発見した例もあるよう
です。
　　以上会長の時間でした。
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ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君
誕生日お祝い：宇井　英信君（5月17日）、園田　剛介君（２日）
　　　　　　　吉村　隆博君（８日）、川路　理幸君（23 日）
　　　　　　　平山　勢津子君（24 日）、池脇　剛君（30 日）
結婚記念御祝：中間　貴志君（3 日）・川畑　英樹君（8 日）
　　　　　　　伊藤　一雄君（15 日）・栫　浩多郎君（20 日）
　　　　　　　志賀　啓一君（27 日）
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　①週報　②月信（６月号）　
　　　　　　　　③ロータリーの友（６月号）
２）RCC 例会　6/13（日）11：00 ～
　　天文館松山通り　リンクビル９階
　　氏名出席者⇒石塚・丸山　各会員
３）本日開催予定でした新旧合同理事会は延期となりました。

４）次週（6/14）
　　例会プログラム：�次年度委員会別打合せ（次年度委員長

を中心に）
　　ラウンドテーブル→中止
出席報告：�出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・IT 委員会
卓話：会員卓話＝「新入会員自己紹介」　
　　　下田　亮二君・高日　規寿君

次回例会　令和３年 6 月 21 日（月）

ゲスト卓話＝
鹿児島市長　下鶴　隆央 様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2013回例会 55名 36名 78.26%
前々回（5月24日）の補正 55名 32名 76.19%
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本日の曲目：野ばら・ペツォルトのメヌエット・夏は来ぬ� 演奏：入来慶子

会員卓話「新入会員自己紹介」

■ 下田　亮二 君
　5 月よりお世話になっております、福岡
銀行の下田でございます。本日は、このよ
うな機会を頂戴し、誠にありがとうござい
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　私は、昭和 42 年 4 月生まれで、現在 54 歳です。家族
は妻と 2 人。自宅は福岡にございますが、今回は妻と一
緒に鹿児島に転居してきました。生まれは長崎で、高校
卒業まで長崎市で育ちました。これといって取り柄のな
い私ですが、唯一の自慢が、幼いころから足が速かった
ことです。中学から高校までは陸上部に在籍しておりま
した。
　大学からは福岡で暮らしました。毎日アルバイトばか
りで、決して真面目な大学生とはいえませんでしたが、
当時はバブル期だったこともあり、たいした就職活動を
することもなく、平成 3 年に福岡銀行に入行することが
できました。今年で勤続 30 年です。
　入行後 10 年は営業店で勤務し、その後本店・本部で
13 年、平成 26 年からは支店長となり、今回の鹿児島営
業部が 4 店舗目となります。
　本部勤務中は、総合企画部や融資部等に在籍しました
が、途中、投資ファンド会社の設立とファンドの運用、
所謂ファンドマネージャーを 4 年ほど経験しました。
　投資ファンドの運用は、普通の銀行員生活ではまず経
験できない業務ですので、非常に珍しいキャリアだと思
います。
　これといった趣味もありませんが、休日は自宅で妻と
一緒に料理をするのが唯一の息抜きとなっております。
あまり上手ではありませんが、レパートリーも少しずつ
増えてきました。歴代部長の中には、ウナギをさばくこ

とができるようになった者もおりますので、私も負けず
にがんばりたいと思います。
　今後、公私にわたりお付き合いをお願いできればと思
います。ご指導よろしくお願い申し上げます。

■ 高日　規寿 君
　鹿児島中央ロータリークラブに入会させ
ていただきました、富国生命保険相互会社
の髙日規寿と申します。
　1976 年生まれの 44 歳、栃木県宇都宮市

で生まれ、小・中・高と市内で過し、大学で東京へ上京
し、1999 年に富国生命へ入社しました。福島・千葉・東
京・香川・神奈川・茨城・東京と本社勤務が２年以外は
すべて営業現場に携わってきました。そして、今年 4 月
に鹿児島県へ来たばかりです。食べ物の美味しさに感動
し、荘厳な桜島をはじめ自然が豊かなことにも感動しま
した。
　ラケットボールというスポーツに明け暮れた大学時代
でした。ラケットボールというのは、室内で壁に向かっ
てネットのないテニスをするイメージです。交互に打ち
合いながら床に２バウンドしたら負けというルールで
す。スカッシュに似ているといったほうが連想されやす
いですかね。スカッシュは 19 世紀初頭にロンドンにあ
る監獄の囚人たちが運動不足解消のために壁打ちを始め
たのが起源と言われています。その後、1950 年にアメリ
カで誕生したのがラケットボールです。両社の決定的な
違いは天井が使えることとスピードです。前後左右天井
とすべての壁を使えるのが魅力でした。
　入社後はさっぱりで体も見違えるほど横へ横へと成長
をしていきました。それ以外の趣味と語れるほどのもの
を持っていない私ですので、食と自然にあふれているこ
の鹿児島の地で、是非とも趣味を見つけたいと考えてお
ります。

●丸元　貞夫君／先月末 5/31（月）、弊社阪東機工（株）の第 74
期決算の税務申告を、ギリギリ終了致しました。コロナ下、心
配して居りましたが、何とか、それなりの増収・増益になり、ホッ
と一息スマイルします。
●川畑　英樹君／何回目かは忘れましたが、今月の 8 日に結婚
記念日をむかえます。ここまでこれたのも、ひとえに私の忍耐
のお蔭です。
●池脇　剛君／誕生日祝い有難うございました。60 才台最後の
年になりました。

●川路　理幸君／誕生日お祝いありがとうございます。年を重
ねるのがイヤなのか自分の年齢を忘れがちです。
●中間　貴志君／結婚祝いをいただきありがとうございます。6
月 3 日で 14 年になりました。まだ子どもが小さく手がかかるの
で妻に苦労かけていますが、おちついたら旅行でもしたいもの
です。
●伊藤　一雄君／結婚祝い有難うございます。結婚した 2002 年
6 月は日韓ワールドカップで盛り上がった時でした。今年のオリ
ンピックはどうなるのでしょうか !?

6月７日のスマイル　小計 20,000円　2020〜2021年度　累計 612,718円


