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ロータリーに輝きを

2014-2015年度国際ロータリー会長

ゲイリ-C.K.ホァン

管業主/
長佐々木敬史

事宮 内 哲 也

-会報委員長三 木 秀

-例会日毎週火曜日

12: 10-13: 10 

-例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530
FAX 58-6294 

園事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

悪口稲荷

鈴木 謙

静岡県島凹市。江戸時代においては東海道の重要な宿場町であった。「箱根八里は馬でも越すが

越すに越されぬ大井川」と言われる大井川の西側の金谷と、その対岸の東側にある宿場町であった。

雨が降って増水すると、川止めになる。東海道の旅人は足止めとなって、町がうるおいにぎわいを

みせていたと言われる。

天領であった島田には陣屋が設けられ、その敷地には御陣屋稲荷という稲荷神社があった。郡代

や代官の居所である陣屋では、初午祭礼日にかぎり門が開放され、町民たちの参詣がゆるされてい

た。その際、陣屋の役人の評判を把握するため、役人についての噂を申し出るよう町人に命じた。

直接にはできないので、役人の評判を人形に託すことから「風刺人形」がまず登場。それが評判の

域を超え、町人どうしの噂ぱなしまで波及し、御陣屋稲荷には「悪口稲荷」の通り名がついたので

ある。そのうち、どこの誰と誰がどうしたなどというスキャンダルを書き記す地口(語呂あわせ、

酒落ことば)の文句が饗銭箱に投げ込まれたり、それらをもとに人形がつくられたり、祭礼のBに

飾られる行灯(地口行灯)に書き記されるようになった。そのような伝統文化を継承し、新しい文

化を創造しながら街のにぎわいを呼び戻そうというコンセプトから「まちづくり島田」による「愛

みどりと自然を大切に
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するあなたへの悪口コンテスト」が審査委員長に作家の村松友親氏を迎え、 11年前に始まったので

ある。

さて、第1回の大賞に選ばれたのは、

「冷たくなった あなたの心寝てる聞に取り出して そっとレンジで チンしたい」。

悪口と愛のからみあい。それは鰻頭にたとえれば「悪口」という外側にある衣が 「愛」という飽を

つつみこむ理想のかたちが初の大賞に選ばれたのである。いやみのないユーモアが夫婦のありょう

の何とも言えない緊迫感とおかしさがあふれでいる。他に入選作品として、 n来てやったJIもらっ

てやった」で銀婚式』がある。

第2回で準大賞に選ばれたのは、「理想とはちょっと違うが妻である」

夫のただの唆きのようでいて、さまざまな光景が浮かんでくるなんとも言えない含蓄のある言葉

である。

第5回では、「あなたって便座みたいにあったかい」が大賞に選ばれた。亭主を尻に敷きながら、

「あったかい」とほめ言葉を続けることによって夫婦のほんのりとしたほんわか感が伝わってくる。

第6回は 「ついに鏡うつりが悪いと言い出した」が大賞に選ばれた。妻がとうとう自分自身に根

本的な原因があることを認めず、鏡に写った自分の容姿への不満を、鏡のせいにするという自己肯

定の達人となったのである。

他に「姿見に 体はみだし 2歩さがる」がある。

第9回で地元島田賞に、 n今!今!今!J指示するな 横のカーナピ やかましい』が選ばれて

いる。皆様も思い出しませんか。

第10回の準大賞には「本当の結婚詐欺は結婚した後解る」。また、「崩線の場所が変ったウチの妻」

が島田市長賞に選ばれている。

さて、今年第11回の大賞は、「妻は誰か分かるために化粧する」。入賞作品に「妻がまんじゅうを

2つに割って 2つ食う」が選ばれている。

今年のコンテストには、全国から5，000通近くの応募があり、すっかり島田市の市民権を獲得で

きたようである。

ここでは 「悪口」をユーモア、酒落、譜誇(かいぎやく)、滑稽、含蓄などをまぶし、おもいや

りのある「愛」の色に染めていく愛情表現の一つになるのである。

全国には、「悪態祭」として、

安来市清水寺の 「清水の喧嘩祭」、足利市大岩町毘沙門堂での「悪口祭」、茨城県笠間市愛宕神社の

「悪態祭」、京都八坂神社の 「おけら祭」など全国には数多くあります。

村松友親著「悪口のす〉め」参考
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出席報告

1.出席会員(54名中) 43名

2.出席免除 2名
3. 当日出席率 82. 69 % 

4.前々回補足修正率 100 % 
*本年度 3回目の 100%です。

(メイクアップ会員)

字国会員

(3/3 大阪東南RC) 
石村浩会員

(3/3 東京葛飾中央RC)

会長の時間

・住宅の贈与税について

委員長の時間

・3/29(日)地区研修・協議会の配車について

次年度幹事尾藤淳一会員

.出席報告

2012 -2013年度出席委員長

石川豊和会員

会務報告

1.観音寺東ロータリークラブ

(例会変更のご案内)

• 3月31日(必休会

• 4月7日(刈 18:30 ~観音寺グランドホテル
(善通寺RCとの合同夜間例会)

*観音寺グランドホテルにてメ ーキャ ップ受付

(10 : 00 ~ 14 : 00頃)

2. 今治ロータリークラブ 1M実行委員会

愛媛第 I分区 1Mの御礼並びに記録DVD

贈呈について

3.宇和鳥ロータリークラブ

宇和鳥RC創立 75周年記念式典のご案内

*出席ご希望の方は事務局までお申込み下
さし、。

4.国際ロータリ一日本事務局

『ロータリアンの行動規範』の変更について

5.国際ロータリー第 2670地区

ガパナーノミニーデジグネート (2017-
2018年度ガパナー)候補指名について

6.ハイライトよねやま 180
7.のりこハートフルコンサート

5月開催のご案内

8. 2015年 3月、 4月近隣クラブ例会の
お知らせ(出席委員会)

ニコニコニュース
佐々木…今月 24日で、結婚満 31年となり

ますが、今年は何もプレゼントで
きないので、石村浩会員が代表幹
事の宇摩経済研究会主催のシンガ
ポール視察に先週夫婦で参加して、

何とか誤魔化したつもりでした。
帰ったトタン「次はハワイね!そ
の次はヨーロッパ!Jと言われて
しまいました。「ヤプヘピ」でし
fこ。

宮内哲…今週(あさって)別府へ行きます。
来年度家族旅行に別府に行こうと
思っているので、どこか下見に行っ
て来いという所があれば教えて下
さし、。

石村浩…先週末、宇摩研でシンガポールへ
行ってまいりました。佐々木会長
夫婦に参加いただきありがとうご
ざいました。

尾藤… 3月 15日、横浜マラソンに参加
しました。25，000人のランナー
と62万人の沿道応援はすごい迫
力でした。前回よりも成績も良く、
美味しくビールが飲めました。

一谷…本日霧で高速停止 !11号線停滞!! 
観音寺 7: 30気温 70C、地下 19
℃でした。橋の上の霧、視界 20
m、橋巾 50mr<ロ]こう の信号が見
えませんでした。

ニ 好…C班全員出席です !
・定年や 犬もいやがる 5度目の散歩

三宅

・わだかまり 会話がはずみ 霧晴れる
三谷

・霧の聞に船はうまく ドック入り
三好

小 山…Hテーブル今年 5回目の全員出席
です!

卓話(親睦活動委員会担当)

「趣味について 」 森実秀郎会員
「私の親孝行」 宇高尊己会員



近隣RCの例会日

3月26日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

3月26日同新居浜RC
(リ ーガ新居浜)

3月27日樹伊予三島RC
(伊予三島商工会館)

3月 31日(刈観音寺東RC
(休会)

3月31日刷新居浜南RC
(リーガ新居浜)

例会プログラム

3月31日凶

(青少年奉仕委員会担当)
家庭集会報告会

定例理事会
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