
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2022 年 1 月 19 日 (水) 

通算第 2994 回例会 

本年度 第 20 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 

・開会点鐘 

・「それでこそロータリー」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事  

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話 

尾張瀬戸税務署 署長 相澤秀志様 

「税務行政の現状」 第２９９３回例会 会長挨拶 鈴木政成君 

２０２２年１月１９日発行  第２８１３号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区 

前回例会 記録 
2022 年 1 月 12 日第 2993 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 55 名 出席会員 39 名 

当日出席率 70.90％ 

・行事 

・2021 学年度米山奨学生  

タイ・リンさんへ 1 月分奨学金授与 

・本人誕生日  

     加藤克己君〔2012〕 

・ご夫人誕生日 

  加藤五津美君ご夫人栄子様 

・結婚記念日  

勝谷哲次君 加藤恵子君 

・卓話 

金谷康正君、勝谷哲次君 

「年男の卓話」 

皆さん、明けましておめでとうございます。本

日、新年の第 1 回目の例会は 2993 回本年

度 19 回目の例会でございます。ゲストは、

2021 学年度米山奨学生タイ・リンさんでござ

います。 
 さて、２０２２年は寅年でございます。新年

の縁起物の七福神の一人に毘沙門天という

神様がみえますが、その毘沙門天のお使い

が寅だと昔からいわれております。それはな

ぜかと申しますと、毘沙門天がこの世に現れ

たのが、寅の年、寅の月、寅の日、寅の刻で

あったといわれております。今年が寅の年

で、寅の月の２月、今年でいうなら、寅の日

は６日と 18 日、寅の刻というのは、夜明け前

の午前４時、その頃に現れたということです。

毘沙門天は皆さんご存じだと思いますが、

鎧を身に着け、戦いの勝利の神様、そして、

疫病を祓い、無病息災を願う神様といわれ

ています。世はまさにコロナとの戦いでござ

います。毘沙門天のご利益と、その使いであ

る寅の突破力で、オミクロン株の感染を、一

日も早く退散に追い込んで欲しいと思うばか

りです。しかし、現実的には、神頼みというわ

けにはいきません。我々は、今一度、コロナ

に対して気を引き締め、基本の、マスク、手

洗い、密を避ける、これらのことを徹底して、

コロナゼロを成し遂げなければいけないと思

っております。皆さん、三回目の接種が始ま

るまでは、慎重に感染対策をしっかり取って

いただくようよろしくお願いいたします。 
 そして、本例会から本年度も下期に入りま

した。上期の半年間の皆さんの、例会出席

率を調べてみましたら、半年平均で 71％で

ございました。毎例会４０人を超えた方々の

ご出席があります。コロナ禍で７月以降、出

席免除の態勢をとっておりますが、私は、こ

の 71％というのは、素晴らしい出席率だと感

じております。ちなみにコロナ禍前の年度の

平均は 80％強でした。そのことを考えます

と、私ども瀬戸ロータリークラブは、非常に厳

しいコロナ禍にある中でも、昨年の松村年度

以来、退会者がいないことは素晴らしいクラ

ブの証拠だと私は思います。まさに、4 つの

テストの３番目の好意と友情を深めるという、

日頃より我々会員が会員同士、好意と友情

を深めることができているクラブだからこそ、

コロナ禍にあっても退会者を出さずに今があ

ることが、嬉しく、有難く思うのです。これが、

伝統ある瀬戸ロータリークラブのブランドであ

ると私は確信しております。良きメンバーに

恵まれた瀬戸ロータリークラブとの縁を、大

切にしたいと改めて思いました。米山梅吉さ

んは「ロータリーの例会は人生の道場であ

る」と語っております。そして、日本のロータリ

ーの教科書、ロータリー通解で知られるガ

イ・ガンディカーさんの「会員の為にクラブが

果たす役割」を噛みしめながら、皆さんと共

に、例会を基軸として、事業を進めてまいり

たいと思います。今年度はオミクロン株に翻

弄されながら年が明けましたので、今後どの

ようなことが待ち受けているのかわかりませ

んが、残りの半年間進めてまいりたいと思い

ますので、皆さんにご協力をお願いしたいと

思います。 
 

   
 

タイ・リンさんへ 1 月分奨学金授与 
 

例会予定 
 

1 月 26 日（水） 
瀬戸市役所 教育部教育政策課  

専門員指導主事 加藤篤様 

「瀬戸市が取組む小中一貫教育につ

いて」～にじの丘学園を例に～ 
 

2 月 2 日（水） 
 ゲストハウスますきち  

代表 南慎太郎様 

「なぜ、新卒でＵターンして宿を開業し

たのか」 
 

2 月 9 日（水） 
 休 会  
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ニコボックス報告 
2022 年 1 月 12 日例会 
皆さん、明けましておめでとうございます。今年度もあと半年と

なりましたが本年もどうぞ宜しくお願い致します。会長 鈴木政

成、幹事 松本哲也 

金谷康正君、勝谷哲次君の卓話楽しみにしております。会長 

鈴木政成、幹事 松本哲也 

拙い卓話ですが、よろしくお願い致します、金谷康正 

卓話をさせていただきます。勝谷哲次 

誕生日のお祝いありがとうございます。間もなく 57 才になりま

す。加藤克己 

妻の誕生日を祝って頂いてありがとうございます。加藤五津美 

結婚記念日をお祝いしていただいてありがとうございます。勝

谷哲次 

結婚記念日をお祝いいただきありがとうございます。加藤恵子 

野田正治君に大変お世話になり感謝。亀井勝 

大勢の方から年賀状頂きありがとうございました。平松啓 

金谷康正君と勝谷哲次君の卓話を楽しみにしています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、梶野輝

雄、加藤五津美、加藤一夫、加藤克弘、加藤克己、加藤恵

子、加藤捷、加藤唐三郎、加藤眞言、加藤光哉、加藤太伸、

加藤陽一、亀井勝、草野真吾、小池芳樹、小林稔、近藤三

博、鈴木伸、鈴木光彦、高橋信郎、田中靖達、玉井徹、寺田

悟、松村晋也、山本英雄 

卓 話 

ラム
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金谷康正君  「年男の卓話」 
 

 
 

２０１０年（平成２２年）１月６日に卓話（年男）１５分させて頂きました。その

時、６０年間を振り返って語らせて頂き、「６５歳で社長交代をし、仕事と趣味

を半々とした、自分の生きたい様に生きる」と皆様の前で宣言しました。結果

は、６８歳で社長交代し計画より３年遅れました。その原因は、還暦になった

時に何か遣り残したことは無いか過去を振り返ってみました。その結果、最後

に残ったのが大学を卒業することでした。高校から大学に進学したけど病気

で中退し、塚本不動産在職中（１９７７年）に中央大学法学部の通信教育を始

めましたが、一般教養科目と専門科目の一部を取得したところで、独立開業

のために又もや中退。還暦を機に、そのやり遂げれなかった卒業を目指し５

年間、通信教育で学んでいたから社長交代が 3 年遅れました。振り返ると、

校舎は、お茶の水からは多摩キャンパスに移転し、その当時はモノレールも

無く、多摩動物公園駅から学校までの坂道（定年坂と呼んでました）を登って

いました。多摩動物公園に遊びに行く子ども連れの家族を見て、自分も子ど

もを連れて来てやりたい。しかし、通教の勉強のためにそれができない。その

当時、幼い子どもを遊びに連れて行ってやれず、心の中で「卒業したらこの

多摩動物公園に連れて来よう」と誓っていました。６０歳になって５月に３年次

編入しました。 若い時と違って体力も記憶力も劣っていることを自覚しなが

ら単位取得に努めました。卒業論文に１年以上掛かりました。２０１６年３月に

卒業式に出席し、多摩動物公園に孫達を連れてくることで、自分の永年の夢

を果たすことができました。 

予定より 3 年遅れの、２０１８年１０月に社長を交代しました。その翌年 1 月

に新社長のもと元社員さんを呼んで宴会を開きましました。沢山集まってくれ

ました。かつて、社員さんが辞める時は残念で、暗くなっていました。 しか

し、今は、送別会は退社する社員さんの新たな門出なので祝って送り出して

います。弊社で学んだ事を次の人生で活かして新たなチャレンジをして欲し

いと願っています。我が社の小さな池から大きな池へと飛び出す社員さんの

成長を願って送り出しています。ですから、招集を掛けると皆集まってくれま

す。2760 地区のロータリアンのアドバイスで飛鳥のワンナイトクルーズで忘年

会を開いたことも有ります。 

社長を交代した翌年の 2 月 4 日から 45 日間、四国遍路を巡拝しました。 

3 年前、地元の連合自治会長に推挙され、何も知らずに引き受けてしまい皆

様にご迷惑をお掛けする結果となりました。また、ピースボートで世界旅行も

夢見ていますが、オミクロン株でどうなることやら・・・。・４月からは、断捨離と

自分史作製にチャレンジしたいとも思っています。飲み会や旅行の企画があ

りましたらお誘い下さい。つたない卓話になりましたが、以上で終了します。ご

静聴ありがとうございました。 

勝谷哲次君  「年男の卓話」 
 

 
 

年男の卓話をさせていただきます。今日は畳の縁についてのご紹介をいたし

ます。 

畳は平安時代頃から使い始められたようです。類似のものは天平、飛鳥からあ

ったようですが、畳として使いだしたのは平安中期のようです。当初は板張りの

床の上に、座ったり、寝具の下にしたり、使うところだけ置いておりました。平安

時代の絵巻物を見ますと、広い寝殿造りの建物の中にそれぞれの区画を屏風

や几帳で仕切りその中に畳を台座として使っている図が見られます。自由に場

所を移動できるものであったと考えられます。 

これが時代が進みますと使う場所にだけ敷く形になります。これが平安末期から

鎌倉時代と言われております。部屋全面に敷くようになったのは書院造りが広ま

った室町時代になってからです。 

全面的に敷くことがないので、当然畳の側面が見られる状態でありました。そこ

で装飾をかねて、畳の縁が使われることとなりました。そこで使う畳の縁の柄は

身分によって厳密に区分されており。好き勝手に使うことはできません。最上位

は繧繝縁と申しまして、赤を基調としたきらびやかな模様となっており、三皇であ

る天皇、皇后、皇太子、上皇、皇太后のみが使うことができます。おひなさまの

台座を想像していただければ良いと思います。 

次が、大臣以上が使う高麗紋縁大紋であります。大臣以上ですから、摂政、関

白、太政大臣、右大臣、左大臣、内大臣がこれで該当します。今、お寺さんで使

われている白黒の丸い柄の縁を想像していただければ良いと思います。ただあ

のサイズの中紋ですので、大紋はもう一廻り大きく、一つの柄が 2 寸（6 ㎝）あ

り、本間サイズの畳のタテ寸法に 36 個の紋が来るようになっております。それが

何百畳でも柄を合わせて途中で切れることなくしつらえなければなりません。 

その下がそれ以下の役職のもので、紋縁の小紋になります。先般作られた名古

屋城の本丸御殿は尾張徳川家の官位は大納言なので、小紋縁なります。柄とし

ては九条紋と言います。 

その次が、殿上人と言われる、従四位以上の人が紫の縁になります。僧侶も紫

の縁を使います。ここから無地の縁になります。五位以下は黄色の縁となってい

ました。 

無役の人、官位のない人は縁を使うことはできず、無縁の畳を敷いてありまし

た。ただ、江戸時代になりますと、町人にも縁付畳を使用しておりその色は茶で

あったと言います。 

現代ではこれらに関係なく、様々な柄の縁が使われております。色・柄とも豊富

で畳の縁だけではなく、小物に使ったりしております。 

ご静聴ありがとうございました。 


