
 

 

 

続きます。そして極め付きは、めったにない「茶寿」です。

＜今月の聖句＞

「だから、言っておく。自分の命ことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着

ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見

なさい。種も撒かず、刈り入れもせず、倉に納めもしない。だが、あなたがたの天の父は鳥を養ってく
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 仙台クラブは昨年創立
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 私も、あと１ヶ月半で満

知人達から、「傘寿のお祝いだネ」などと言われま

実は傘寿は昨年でした。

 いろいろな「寿」がありますが、古来これらは誕生日ではなく

正月を基準に「数え年」で云う習わしになっているからです。

 わが国では、古来「数え年」で年齢を数える習慣でしたから１

２月３１日に生まれた子供は次の日に正月を迎えて２歳でした。

 しかし還暦は「満年齢」で数えました。

 それは、「甲乙丙丁戊・・・」の十干と「子丑寅卯・・・」の

十二支とを組み合わせた、その一巡りが６０年で、元の｢甲子｣に
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 このように多くの年寿が続きますが、この中で典拠がはっきりしているのは「還暦」と「古希」の二

つだけで、あとはいわゆる「こじつけ」でしかありません。 

 「還暦」は先にも書きましたが、暦の年が６０年ごとに元に戻り（還り）ますので、はっきりしてい

ます。 

 「古希」は、漢籍（中国の古典）の中に「人生七十年古来稀なり」という言葉があり、これを典拠に

「古」と「希」で「古希」なのですが、あとは全て言い訳じみています。 

 七十七歳の「喜寿」は「喜」の字を崩して書くと「垚」のように七十七とよめます。 

 「傘寿」は「傘」の文字の中の「人」を除けば「八十」です。「米寿」は「米」の字が八十八です。

そして卒寿」は、卒の字の略字が｢卆｣、つまり九十です。「白寿」に至っては、「百」の文字から上にあ

る「一」を引くと白です。極め付きは「茶寿」ですが、茶の文字の草冠は、「十」が二個並んでいます。

それにその下には八十八が縦に並んでいます。合わせて１０８というわけです。 

 「こじつけ」とはいえ、いずれにしてもお祭りやお祝い事の好きな我が国の国民性を表していること

ではないでしょうか。 

 さあ、巻頭言の原稿も書きあがったことだし、これから傘寿のお祝いに一杯汲んで寝ることとしよう

か。皆さんもこれを読んでお付き合いください。 

 

 

 

 

３月第１例会報告 
日 時：２０１９年３月１９日（火）１９：００～２１：００ 

会 場：仙台ＹＭＣＡ 会議室 

出席者：工藤・小幡・鈴木・佐々木・高松・田中・田村メネ・中川・横倉・吉田 

例会模様： 

 司会は工藤メン、今月の聖句、ワイズソング、ワイズの信条と続き、

中川会長挨拶では「今日はとても暖かい日でしたが、寒暖の差にも注

意されてください。アジア大会関係のプリントを配布しましたので目

を通してください。また、区よりＥＭＣに関するアンケート調査が来

ておりますので、別途ご協力お願いします」と述べられた。 

 食前感謝は高松ワイズメン。夕食は「味のふるさと」幕の内弁当、

佐々木ウィメンの愛嬌に店長さんがサービスしてくれたとのことで、

インスタントのみそ汁付き夕食となりました。 

 メインの折り鶴作業に入る前に、アジア大会関係の周知と、登録に

ついての確認がなされた、現状７名確定。エントリーは難しくとも１

日程度の支援は可能であるとの声もいただいた。続いて各自に配布さ

れたＥＭＣのアンケートに記入をし「入会のきっかけ」「退会要因」

「会員の獲得・・」等について討議、まとめられた。そして折り鶴作

業を行ったが、通常の折り紙用紙の 1/4 の大きさに、苦戦をしてい

るワイズメンもおりました。 

4 月の強調月間「ＬＴ」 

「ＬＴ」（Leadership Ｔraining）は会員のリーダーシップ開発、向上を目的に行う研修。すべての

会員はその役に就く前に十分な研修を受け、任務の遂行に備えなければならない。日常のワイズ活動

そのものが広い意味では常にリーダーシップのトレーニングである。例えば、返事を求めて来た通信

に、できるだけ早く答える。これは基本的なＬＴである。 



 作業のままでの連絡報告では、４月例会はアジア大会関係の説明

に来られる方もおることから、花見例会ではなく通常の例会になる

こと、また東京江東クラブの安藤正武ワイズメンの訃報についても

周知された。

誕生祝い、ニコニコと続き佐々木副会長から「仙台クラブは夢も

希望も先もあります。アジア大会も皆さんの協力でベストを尽くし

ましょう」と述べられ、閉会点鐘に。

 ニコニコ１０，０００円。

 

 

 

私の好きな

 私は、素晴らしい歌手の歌曲を鑑賞することが好きであるが、自分で声を出して歌うことも大好きで

ある。心に潤いと元気を与えてくれるからである。

 寝つきのあまり良くない私は、枕元の小さいラジオを聴きながら眠りに入ることもあるが、ある日、

真夜中にふと

六年前に一世を風靡したスマップのヒット作である。懐かしさに胸がジーンとして目が冴えた。

 それは偶々私たち夫妻が御殿場の東山荘で挙げた結婚式の披露宴で、最後に参加者全員で合唱した曲

である。現在の慎ましながらも幸せな日々の中で、すっかり忘れていた当時の事を、思いがけずこのメ

の馬、それらを守り覆うように天空に流れる銀河の白さには心を打たれるのである。

 以前結婚前に仙台の丸善で思わず足を止めて見入っていた私に、係の人が声をかけ、「これは新進気

鋭の画家で、これからが楽しみな方です」と説

まで頑張ってきた自分へのご褒美とし、思い切って定価に千円上乗せして入札した。初めてのオークシ

ョン参加であった。四

ビングに掛けて行ってくれた。

 その後も私たち夫婦は絵画や陶器などを展示している美術館巡りを

楽しんでいたが、高齢となった今は、時々デパートで催される絵画展な

どに足を運んでいる。
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私は、素晴らしい歌手の歌曲を鑑賞することが好きであるが、自分で声を出して歌うことも大好きで

ある。心に潤いと元気を与えてくれるからである。

寝つきのあまり良くない私は、枕元の小さいラジオを聴きながら眠りに入ることもあるが、ある日、

真夜中にふと眼覚めると、消し忘れたラジオから「世界に一つだけの花」の歌声が流れていた。十五、

六年前に一世を風靡したスマップのヒット作である。懐かしさに胸がジーンとして目が冴えた。

それは偶々私たち夫妻が御殿場の東山荘で挙げた結婚式の披露宴で、最後に参加者全員で合唱した曲
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それは偶々私たち夫妻が御殿場の東山荘で挙げた結婚式の披露宴で、最後に参加者全員で合唱した曲

である。現在の慎ましながらも幸せな日々の中で、すっかり忘れていた当時の事を、思いがけずこのメ

ロディーが私の心に蘇らせてくれた。あの時、父親に抱っこされて一緒に

歌ってくれた私の孫も、今春高校を卒業しパイロットを目指し東京の大学

での学生生活に入ってしまった。今は、彼の将来が世界にただ一つの花と

私が、挙式後東京の町田市で、知らない土地での生活が始まり、これま

と暮らし始めた頃、毎日が試練に立たさ

れているようで心が折れそうになることもあった。そのような時、一枚の

絵を見上げる度に私の心に元気が与えられ、必ず幸せになれると言う自信

が涌いてきた。その絵は千住博さんの「天体の運行」と名付けられたブル

ーの扇面画である。深夜の美しい森の湖面に、映し出される二頭のつがい

以前結婚前に仙台の丸善で思わず足を止めて見入っていた私に、係の人が声をかけ、「これは新進気

明してくれた。その時偶々還暦を迎えていた私は、これ

まで頑張ってきた自分へのご褒美とし、思い切って定価に千円上乗せして入札した。初めてのオークシ

して「落札出来ましたよ」と言って、係の方がその千住さんの絵を私のリ
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４月第２例会報告 
日 時：２０１９年４月２日（火） １８：３０～２０：００ 

会 場：仙台ＹＭＣＡ会議室 

出席者：佐々木・鈴木・田中・田村メネ・横倉・吉田 

① ４月例会は例年花見例会として開催していたが、今回はアジア太平洋地域大会の説明に大会実行

委員として、広瀬川クラブの菅野ワイズメン、及び青葉城クラブの加藤ワイズメンが出席の予定

であるので、通常例会として行うこととする。尚、夕食は花見弁当とはいかずとも、通常より若

干ランクアップの物にする。 

② 18-19 第３回北東部評議会が 4/20（土）仙台にて。佐々木・中川・吉田・横倉が出席予定。 

③ ４月東日本区ニュース（理事通信）の内容を確認する。第２１回東日本区大会 6/1（土）・2（日）、

国立オリンピック記念青少年センターにて。登録申し込みは各自で行うこととする。 

④ クラブ次期会長は中川ワイズメンに継続で担って頂くことになりましたが、副会長、書記も継続

で、会計は吉田ウィメン、メネット会長は田中ウィメン、監事は永井ワイズメンにお願いしたい、

との提案があり出席者の承認を得た。 

⑤ 永井ワイズメン会社敷地に集積されているアルミ空缶の処理作業を 4/9（火）11:00～行うこ

ととする。尚、天候不良時は延期する。 

⑥ ストックされている使用済み切手の整理は随時行いますので皆さんの協力をお願いします。 

⑦ 吉田ウィメンを中心にメネットの方々の協力により、ネパールに贈られた布袋風船１００個への、

お礼の手紙と写真が届きました。ブリテンに掲載の予定です。 

⑧ ５月例会にはゲストスピーカーをお招きしたい。何方か卓話者を推薦下さい。皆さんのご協力を

お願いします。 

 

 

 

 


