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賀 寿 の 宴 １８：３０〜 くわはら館

① ロータリーソング（手に手つないで）
③会 務 報 告

④出 席 報 告

② 会長あいさつ

⑤ ニコニコBOX披露

「 名前について」
最近は結婚後の男女別姓について論じられるな
ど名字についての話題が以前より多くなった気が
します。

会長 小

山

光

義

るけど、それなりの理由があれば文字（どう変え
たのかはわかりませんが）
も変えられるんですね。
西郷隆盛の本名は隆永で本当はお父さんが隆盛

名前というのは不思議なもので見てもいないの

だそうです。天皇陛下から位階（正○位など）を賜

に勝手にその人のイメージを作り上げてしまう時

る際、西郷が不在だったため親友の吉井友実が間

があります。まだ私が若かった頃、アントニオ猪

違って隆盛と届けてしまったそうです。親友とし

木が異種格闘技戦を行ってました。１８戦目にして

てどうかと思いますが西郷はそれ以降、隆盛を名

初の敗北を喫した相手がチョチョシビリ。当時の

乗り続けたそうです。

コメントに「負けてもいいけどこんな弱そうな名

重みのありそうなお名前と言えば、今の霧島神

前の相手にＫＯ負けして欲しくなかった。」と言

宮の宮司さんは慶光院という名字です。ご先祖は

うのがありました。ミュンヘンオリンピックの金

伊勢神宮前にあった臨済宗の尼僧寺院（慶光院）

メダリストなのですが。

で伊勢神宮の勧進職を務める特殊な地位にあられ

武士以外の人たちは明治になるまで名字がな

たそうです。以前は伊勢神宮の禰宜をされておら

かったと最近まで思っていたのですがそれは間違

れたようで元々の家柄もわかる名字でらっしゃい

いだったようです。江戸時代、小平市の小川寺に

ます。

農民から寄進された梵鐘があるのですがそれには

私の父の旧姓は南新です。串木野の出身で北新

名字が刻まれていたり、小林一茶も農民だった

さんや中新さんなどもおられます。祖母の養子と

り、日本で多い名字なのが「佐藤」「鈴木」なの

なり小山になりました。母の旧姓は薬王寺です。

も明治を境に９割の名字が一気に出来たと考える

曾祖父が５歳くらいでお寺から家出をして赤沢と

とおかしいそうです。

いう名字を名乗っていたのですが戸籍には薬王寺

中学生の時、国語の先生に聞いた話です。留守

と書いてあったそうです。母は中学までは赤沢

（るす）という名字の方がいて電話がかかってくる

で、高校に入学するとき「高校から薬王寺にしま

と当然ながら「留守（るす）でございます。」と出る

す。」と変えたそうです。中学までは戸籍と違っ

のですが、それが恥ずかしくてたまらなくなり留

てよかったようです。昔はやっぱり適当でよかっ

守
（とめもり）と読み方を変えてしまったそうです。

たのでしょうか。

また、子供の頃、父に聞いた話では「たぬき

父母どちらにとも珍しい名字でしたが結局、と

（多分、田貫）」さんという名前の方がおり、子供

ても単純な「小山」という名字になりました。名

が「タヌキ、タヌキと苛められる。」という理由

前を書くときが少し時間短縮されるのだけが利点

で改名が認められたそうです。読み方は変えられ

です。

前回の例会記録（ 3月 9 日分）
〈プログラム〉
クラブフォーラム（公共イメージ）
〈１月在籍表彰 〉３名
３０年 染川 周郎 会員
９年 堂園光一郎 会員
〈２月在籍表彰〉６名
４２年 玉川 哲生 会員
７年 萩原
徹 会員
３年 岩満 公久 会員

小 山

３０年

大山

康成 会員

２４年
６年
２年

田畑
本藏
岸本

勇 会員
高徳 会員
圭市 会員

〈２月会員誕生日お祝 〉４名
９日 小山 光義 会員 １０日 川畑 宏二 会員
１２日 迫田 英介 会員 ２８日 中馬 輝彦 会員
〈２月ご夫人誕生日お祝 〉３名
８日 松田いずみ さん １１日
１７日 岩満 美絵 さん

島由美子 さん

〈３月会員誕生日お祝 〉５名
２日 久永 忠範 会員
２日 前村さおり 会員
５日 山下 皓三 会員
８日 内村 二郎 会員
１９日 海江田嗣人 会員
〈３月ご夫人誕生日お祝 〉９名
１日 日髙ちま子 さん
１日 大福あい子 さん
７日 柏木 郁子 さん
９日 萩原利加子 さん
１６日 玉川 育子 さん ２８日 深尾 悦子 さん
２８日 岩元 寿子 さん ２９日 永田由充子 さん
３０日 田中 杉枝 さん
〈米山奨学生〉

コートニーさんへ３月奨学金授与

〈会務報告〉
１．３月のロータリーレートは、１ドル＝１１６円です。
２．鹿児島城西ロータリークラブ電話・ＦＡＸ番号
変更のお知らせ
（新）電 話 ０８０−８３９９−１６０９
（新）ＦＡＸ ０９９−２２７−２５０１
３．本日は米山ランチにご協力いただきありがとうご
ざいました。

■前回の例会（ 3月 9日）の報告 ■ 1月12日例会の報告
会 員 数
出 席 数
出 席 率

7 3（7 1 ）名
43 名
60.56 %

出 席 率
訂正出席数
訂正出席率

57.75 %
48 名
67.61 %

光 義 君、田 中

藤 雄君

１ヶ月半の休会、申し訳ございませんでした。久
しぶりの例会に多くの方々御出席くださりとてもあり
がたく感謝致します。夏休み明けの子供みたいにテン
ポがうまくいかない部分もあるかと思いますが本日も
よろしくお願いいたします。
藤 安

秀 一君

「蔓延防止」が解除されやっと皆さんとの交流がで
き喜ばしく思います。さて、今週１３日（日曜日）、３
年ぶりに「第１７回ほれぼれ祭り」を規模縮小して開
催する事としました。コロナ禍悩みましたがこのまま
萎縮することはコロナに負けた気がしますので感染対
策を施しての開催です。チラシをお配りしますので時
間がありましたらお立ち寄りください。
原
正 親君
久しぶりの例会再開にニコニコします。
迫 田 英 介君
お誕生日祝をいただきまして有難うございます。８３
歳になりました。これからも体を大切にして頑張りま
す。よろしくお願いいたします。
萩 原
徹君
本日まさしく女房の誕生日にお花をいただきまし
た。今夜仕事で飲みに行かないといけないのですが、
おかげで良い罪ほろぼしになりました。
松 田

武 泰君

先月、家内に誕生日のお花をいただきました。あ
りがとうございました。
水 流 源 彦君
父の葬儀に際しまして みなさまからのご厚情を賜
りました おかげさまで しめやかに送ることができ
ました 寂しくなりますが 看取りのための１１４日間
をさいごまで自宅で過ごせたこと そこにすべての家
族が集えたこと 会いたい人にすべて会ってもらえた
こと これらに尽きます。みなさまに そして父に感
謝してニコニコします。
小計 22,000 円

次 回
予 告

累計 252,000 円

3月23日（水）１2：３０〜 山形屋

鹿児島西ロータリークラブ賞
贈呈式

市内ＲＣ例会プログラム
中央ＲＣ ３月２１日
（月） 祝日のため休会

山形屋

令和ＲＣ ３月２１日
（月） 例会なし

ホテル・レクストン
鹿児島

アートホテル
鹿児島

東南ＲＣ ３月２２日
（火） 花見夜間家族例会

サンロイヤル

ホテル・レクストン
鹿児島

城西ＲＣ ３月２２日
（火） 休会

ホテル・レクストン
鹿児島

３月２３日
（水） 休会

サンロイヤル

東ＲＣ ３月１７日
（木） 会員卓話
クラブ研修リーダー
有村 茂樹 会員

サンデイズイン
鹿児島

（木） 休会
北ＲＣ ３月１７日
サザンウインド

ＲＣ

３月１７日
（木） ロータリー大学
（夜間例会）

（金） 新入会員オリエンテーション 山 形 屋
鹿ＲＣ ３月１８日
（前田 聡司 会員）
鹿児島大学
アカデミーＲＣ

３月１８日
（金） クラブ協議会

鹿児島西ＲＣ Ｅメール・アドレス

鹿児島大学
稲盛記念館

info@kagoshima-w-rc.jp
ホームページ・アドレス http://www.kagoshima-w-rc.jp/

南ＲＣ

（観桜会）
西南ＲＣ ３月２３日
（水） 夜の例会
ＲＩのホームページアドレス
https://www.rotary.org/
日本のホームページアドレス
https://www.rotary.or.jp/
第２７３０地区ホームページアドレス https://www.2730rc.jp/

ビエント

