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株式会社 佐藤工業

　皆様、お晩でございます。今年の桜は開花が
早く、福島市では統計開始以来一番早い３月25
日、平年より15日早い開花であったそうです。郡山

の桜もほぼ終わってしまっているようで、桜もない観桜会になりまし
たので少し桜にまつわるお話をしたいと思います。日本人と桜の縁
は非常に古く、「古事記」や「日本書紀」では天照大御神の孫・邇
邇芸命（ににぎのみこと）に求婚される美しき木花咲耶姫（このは
なさくやひめ）が、はかなく散るものの象徴（＝桜の花）として書かれ
ていて、桜という名称はこの「咲耶」（さくや）から転じたという説が
あります。また、民俗学においては、田の神を意味する「さ」と神の
御座所（おすましどころ）であるところ御座（みくら）の「くら」が結び
ついたという説があります。満開の桜には田の神が宿り、田植えか
ら収穫まで見守ってくれるありがたい存在として、農耕民から崇め
られていたのですね。奈良時代になると遣唐使によって梅が伝来
し、香り高く色鮮やかな「梅」が貴族の間でもてはやされるようになり
ます。それは「万葉集」に詠まれた歌の数にも表れていて、桜の歌
が43首、梅の歌は110首だそうで、いかに梅が当時の人々の心を
とらえていたのかよくわかります。舶来品である梅を愛でることは貴
族たちにとってステータスだったのですね。平安時代になり、遣唐
使が廃止され、日本本来の文化を重視する国風文化の発展ととも
に桜が増えていきます。平安時代初頭の嵯峨天皇が地主神社に
植えられていた桜をたまたま見かけて、そのあまりの美しさに魅了さ
れ、桜の植樹を進めていったからだといわれています。そして、安土
桃山時代になると、豊臣秀吉による大がかりな花見が世をにぎわ
せました。文禄３（1594）年の「吉野の花見」は、大坂から1000本も
の桜を移植した吉野の山に、徳川家康や前田利家、伊達政宗な
ど有力武将ら5000人を招いて５日間も行ったというかつてない盛
大なスケールだったそうです。さらに、江戸時代に入ると３代将軍
徳川家光が創建した寛永寺に吉野の山桜が大量に移植され、
江戸で初めての桜並木が出現します。その後、８代将軍吉宗は庶
民の行楽のための桜の名所を江戸の各地につくります。そこで催
された花見の宴では身分を問わず無礼講が許され、江戸庶民は
花見を心待ちにして、桜に対する思い入れを深くしていきます。桜
にとってさらに大きな出来事が、江戸末期から明治にかけての品
種改良によるソメイヨシノの誕生です。それまでの山桜の花弁は白
く、花と葉が同時に現れるのに対して、ソメイヨシノはほんのり紅をさ
した花だけが先に開き、いっせいに散り、その様子は華麗そのもの
で、このソメイヨシノが全国に植えられることによって、桜の美しさや
その意味は全国に広がっていったのです。そしてまた、日本人の桜
に対する愛着は、「もののあわれ」の文化や「武士道精神」と深く
結びついているとされ、桜の花が満開の時期はとても短く、数日で
ひらひらと花弁が落ちてしまうはかなさ、あっけなさに、日本人は美し
さを感じるとともに、「日本人としての心」の象徴になっていると言わ
れています。また何よりも、日本には「四季」があり、季節が移ろう中
で、冬が終わり春が来る、現代では入学式、入社式に代表される
ような新しいことの始まりのイメージに合致している、ということもある
のではないでしょうか。

会長挨拶 池田達哉会長　今日は桜の花はありません、桜のようなもの
はありますが、何を愛でるかという話になってく
るんですが、通常アトラクションを考えるんです

が、やはり外部の人を引き入れてまでのアトラクションはどうかと
いうこともありましたので、会員達で楽しくやりましょうということに
しております。是非宜しくお願いします。ただ今日は、映像を用
意しました。昨年10月21日に行われました東京RC創立100周
年記念例会の映像です。郡山RCは東京RCが親クラブであり
ます。私は東京RCの資料を見てましたら、東京RCが親クラブ
になっているのは30クラブぐらいしかないんですね。その内で
郡山RCは全国で16番目に東京RCに世話クラブとなって頂い
て発会したクラブだと思っております。オープニング映像はそれ
を見ると郡山RCの創立記念誌に出ている、創設時の郡山RC
の時代が同じような時代なんですね。だからあの頃の時代にど
んな思いでロータリーを発会したというのが、雰囲気として分か
るのではないかなと思っております。是非ご覧ください。

会長挨拶 池田達哉会長

　４月４日、11日とお陰様で皆様のお力添
えを得まして無事終了したところでござい
ます。さぞ石黒ガバナーもホッとしているか

と思います。皆さんのご協力、ありがとうございました。　毎年桜
が咲くんですね。良いことも悪いこともあるけれど、自然に桜は
咲くんですね。今日は身内だけの観桜会になりますけど、思い
出を一杯作って頂ければと思います。それでは皆様のご健勝
を祈念して乾杯したいと思います。乾杯。

乾杯 関根　信君
　例会変更のお知らせが各テーブルに配布さ
れていると思いますので、どうぞご確認下さい。
今日は観桜会例会をお楽しみ下さい。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　地区史上初めてオンラインでの地区大会と
なりました。４日の本会議、そして11日の地区大
会特別研修セミナー、２日間に亘りまして地区
大会を開催致しました。会員の皆様方には物

心両面のご協力を賜りましたことを、ここに心から厚く御礼申し
上げます。ありがとうございます。登録料も地区大会は賛助金
以外頂かなかったので、登録希望者が非常に多く、４日は
1600人を超える形になりました。11日は全国から1300人を超え
る方々が視聴希望ということで、講演の内容も素晴らしく、その
後のパネルディスカッションも大変に面白く、非常に内容的には
好評を博したということです。あと２ケ月半、記録誌の発刊や
色 と々残務が残っております。しっかりと後始末、仕上げをしな
がら、来年度の志賀ガバナーにうまくバトンタッチをして参りたい
と思っております。

2530地区大会 石黒秀司ガバナー

◎本日もご参加、ありがとうございます。観桜会
を楽しみましょう。 池田達哉君、佐藤政弘君

◎４/４、４/11、オンライン地区大会、大変お世話になりました。
 石黒秀司君
◎地区大会、お疲れ様でした。 鈴木則雄君
◎観桜会、ご参加ありがとうございます。厳かに楽しみましょう!
 二瓶健一君
◎観桜会を祝して。 橋本謙一君
◎皆様、選挙に行きましょう! 成田英樹君、伊野泰司君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　マスターズの松山を見る為に寝不足になっ
ておりました。ようやく寝不足も溶け終わりまし

た。アゼリアが有名なオーガスタでございますが、オーガスタに
も桜が咲いているそうです。本日は枯れない桜を見て楽しんで
頂ければと思います。

親睦委員長挨拶
矢部浩樹親睦委員長

総員／99名　出席／61名　欠席／38名
出席率／61.62％　前回修正率／100％
他クラブ出席／6名

佐藤修朗委員出席報告

　社会で流れるネガティブなニュースとは裏腹に、ここのところ太
陽の日差しも日増しに強さを増して、晴れ渡る青空で、大変気持ち
の良い爽やかな日が続いております。こんな時こそ、心も気持ちも爽
やかに行きたいところです。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

矢田工業㈱
　　専務取締役　成田英樹君

次 回 第37回例会
令和3年5月6日㈭

会員卓話

中締め
福島佳之
会長エレクト
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