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前回例会（2209 回）４/５の主な内容 

 
ビジター紹介            （親睦活動委員会） 
 
友永 三湯紀氏 （守口ロイヤルパインズホテル支配人） 
舟橋   透氏           （元会員） 
田代 ヒサ江様        （田代会員奥様） 
 
会長の時間  
       「甲子園の土」 

会長 三浦 俊造  
 去る 3 月 22 日守口Ｒ.Ｃ45 周年記念例会は、お陰
をもちまして、質素な中にも粛々とした雰囲気の中、
滞りなく終えました事をご報告申しあげます。誠に
有難うございました。 
 さて、春の全国選抜高等学校野球大会も横浜高校
優勝で幕を閉じました。接戦・好試合を戦ったすえ
惜しくも敗れた選手たち。ベンチ前に膝まずき、 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
靴袋に「甲子園の土」を詰め込む姿は、何度
みても胸に迫るものがあります。              
 ある先輩から聞いた話ですが、この「土」
を初めて持ち帰ったのが 1937 年、第 23 回大
会で、熊本工業の川上哲治さんであったと甲
子園の古い記録として残っているそうです。
そしてこの土も今では鳥取や鹿児島大分の
「黒土」と一部中国福建省の白砂が混合され
たものだといってます。それでも彼らは青春
を燃やした証（あかし）ともいえる「甲子園
の土」は球児達の一生の宝物であり、甲子園
と永遠につながる“汗と涙”が染みこんだ感
動の「土」であることに違いないのです。 
    --------------------- 
本日のランチタイムのピアノ演奏曲目 

１ ソレンツァラ（シャンソン） 
２ カタリカタリ（シャンソン） 
３ SINNO ME MORE（シャンソン） 

 
 
 
 
 
 

本日例会 2006 年 4 月 12 日 

（第 2210 回） 

 
「会員によるフリースピーチ」 
例会担当：ロータリー情報委員会 

 

次回例会 2006 年 4 月 19 日  

（第 2211 回） 

 
「 薬物乱用ダメ･ゼッタイの話 」 

保護司 高橋 義信氏 
例会担当：社会奉仕委員会 

 

出 席 報 告 

例会日       出席    欠席          出席率 

 

4 月 05 日      ３２    １３     71.77％（ 58 名中 13 名免除）  

3 月 15 日      ３６     免除会員出席 5名メークアップ４名（80.00％） 

 
4 月は「ロータリーの雑誌月間」です 

  

「ロータリーの友」
4 月号（P22）に 
社会奉仕委員会
で実施した事業
の「３救運動」が
掲載されました 
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2006～07 年度地区協議会より委嘱状 
髙橋敏朗会員へ青少年奉仕部門サブリーダー委嘱 
 
☆4 月度 結婚記念日：7名 誕生日：6名 
 
幹事報告                 （篠﨑幹事） 
◇ 4月のメッセージカード「ロータリーの雑誌月間」メー

ルBOXに配布。 
◇ 第2760地区2005国際博覧会委員会より記念品と記念誌

が届いておりますのでご覧下さい。 
◇ 地区より「春の交通安全運動」キャンペーンのご案内。 
    日時：4月6日(木)午前11：00～ 
    場所：「ツイン21」南プラザ 
◇ 京阪百貨店前に於いて「春の交通安全運動」 

キャンペーンが行われます。 
    日時：4月6日（木）午後3:00～ 
 
委員会報告              
親睦活動委員会       （花光委員長） 
○ 春の一泊家族旅行のご案内 

日 時：5月 20 日(土)～21 日(日) 
場 所：淡路島・鳴門方面 
宿泊先：洲本温泉（淡路夢泉景） 
申込み：5月 10 日までに事務局まで 

 
広報雑誌・会報委員会    （田代委員長） 
○ ロータリーの友に3救運動の記事が掲載 
○ 「宮城道雄をしのぶ箏の夕べ」のご案内 

須山・中島両会員よりご招待チケットを 
頂戴致しましたので会員の皆様に配布。 

○ 3月度「CD版週報と写真集」が出来ましたので会員 
の皆様へ贈呈（５セット用意しています） 
 

 

◇◇◇理事会だより◇◇◇ 
第 12 回理事会 

日時 ：4月 5日（水）場所：3F「松月」 
出席者：11名 
議 題： 
1） 花光 宙会員退会により後任者友永氏入会の件 
2） 花光会員退会による親睦活動委員長後任の件 
3） ロータリー4つのテスト石碑の整備に伴う寄付について 
4） その他 

 
2006～2007 年 理事及び役員 

● 役 員 
会   長 石井 賢治 
副 会 長 他谷冨美子 
幹   事 伊東 司郎 
副 幹 事 石橋 高夫 
会   計 石谷 隆一 

 S. A. A． 水谷 治人 
副 S.A.A. 白井 孝彦 

 
● 2007～2008 年度会長予定者 
               佐治 信隆 
 
 
 
 

● 理 事 
社会奉仕担当理事・社会奉仕委員長 菊田  芳 
国際奉仕担当理事・国際奉仕委員長 天野 彰二 
職業奉仕担当理事・職業奉仕委員長 橋本 泰明 
クラブ奉仕担当理事・クラブ奉仕委員長 他谷冨美子 

理 事 西原 房三 
理 事 深田 清一 

青少年奉仕・ローターアクト担当理事 
・青少年奉仕・ローターアクト委員長 

木﨑  正 

 
● 委員会委員長 
ロータリー財団委員会 田中 修二 
青少年・ローターアクト委員会 木﨑  正 
会員選考委員会 楠神  壽 
親睦活動委員会 三浦  均 
広報雑誌・会報委員会 田代 精作 
記念基金管理員会 阪口  明 
米山奨学委員会 秋山 憲敏 
職業分類委員会 南野久米二 
ロータリー情報委員会 中道  均 
出席・プログラム委員会 内田 年弥 
会員増強委員会 芦谷  光 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

舟橋 透氏 田代会員様にご招待いただきありがとう
ございました。 

多田 会員 横尾先生、大変お世話になりました。 
須山 会員 田代会員に大変お世話になりまして 

有難うございます。 
中島 会員 田代会員に大変お世話になりまして 

有難うございます。 
谷口 会員 3救運動・ロータリーの友に掲載を祝 

って。 
谷口 会員 欠席のお詫び申しあげます。 
三浦 会員 須山・中島先生の卓話うれしく思います。 
三浦 会員 「ロータリーの友」に我が社会奉仕委 

員会３救運動の記事が大きく取り上げら 
れました。今後も頑張りましょう。 

田代 会員 須山・中島両先生には本日大変お世話 
になります。 

田代 会員 「ロータリーの友」4 月号に当クラブの
活動が大きく掲載されました。 

横山 会員 須山・中島先生本日はお世話になります。 
舟橋先生お久し振りです。 

川村 会員 社会奉仕委員会の3救運動がロータリー 
の友に写真入りで載りました。田代委員 
長に大変お世話になりました。 

内田 会員 お陰さまで次女が4月より社会人になり 
ました。 

熊澤 会員 結婚記念日。 
阪口 会員 例会欠席のお詫び。 
４/５ 結婚・誕生ニコニコBOX累計 1,001,000円 
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卓 話 対談「須山・中島両先生と語る」 
                  

お話 
須山知行会員 
中島警子会員 

 
司会 

               田代精作会員 
 

● 生い立ち 

田代 「先生のお生まれはどちらですか」 
須山 「私は父の仕事の関係で、今の韓国ソウル

で、大正 7 年 9 月 7 日に生まれました」 
田代 「お父様がいけばな（池坊）の先生をして

いらっしゃったそうですね、その関係で当
時、朝鮮の京城でおられたのですね」 

須山 「ええ、その通りです」 
田代 「お母さんのお体が大変弱く、先生が生ま

れるときも、母子どちらかは助からないと
いわれたのですが、無事お二人とも助かり
ました。しかし須山先生は目がみえなかっ
たのです。それでも先生は不自由を感じな
かったそうですね」 

須山 「はい、全然不自由を感じませんでした、
親も目が悪いことを最初は気がつかなか
ったようです。赤ん坊は日がたつと、何か
ほしがるのに、わたしはそれがないので 

   これはおかしいと思って、ひょっとしたら
「馬鹿でないか？」と思ったそうです。 

   もう少し大きくなってから治す方がよい
ということで、今はこのままにしておく方
がいい、先で治せるという約束でしたが、
その後ここまできたらだめだから、という
ことで目についてはもうあきらめるよう
に宣告されました」 

田代 「生まれつきだから、見えないのが普通だ
と思っておられた、それで小さい頃は随分
「トモちゃん」少年は、近所でも腕白坊主
で、みんなと自転車やスケーターを乗り回
していたそうですね」 

須山 「近所の子供がよく遊んでくれましたし、
あちこちにつれていってくれました」 

田代 「トモユキ少年は広島の盲学校に入学しま
した。卒業間際にお父さんのすすめで東京
の宮城道雄さんの門下に入られたのです」 

田代 「13 才で宮城道雄さんの門下生となり、
15 才ですでに代稽古をされ、18 才で教授
になられ 20 歳で一応の修行を終えて、昭
和 12 年に京城に帰ることになりました」 

田代 「その頃、すでに宮城道雄さんと、ラジオ
放送では、演奏をしており、京城でも名は
知れておられたようです」 

田代 「20 才でお箏の先生となられ、先生が 24
才のとき、可愛い女性が門下生に、やって
きました。名を中島警子と申します。後の
伴侶となるとは、思ってもいなかったとの
ことです」 

 
 

 

● 桐弦社設立～第一回演奏会 
田代 「終戦の年、まず中島一家が、日本へ引き

揚げました。そのあと須山先生は身の回り
少々だけで日本へ引き揚げました。昭和
20 年の 12 月のことでした」 

田代 「その頃、大阪では、文化活動がすでに活
発でして、須山、中島両先生はそのほうに
もお仕事をされていました。また宮城道雄
さんの人脈で非常に素晴らしい方々の応
援も受けられました。それが桐弦社創設へ
とつながってまいります。中島先生からど
うぞそのお話をお聞かせください」 

中島 「私の父方にあたる叔母の里が守口にあり
まして、そこに空いている家を使ってはと
のことで守口にご縁をいただいたのが昭
和 22 年からでした。早速色々な方からの
ご後援を頂きまして、第 1 回のご披露の演
奏会をしなければいけないということで、
なにもない不自由な時代でしたが、舟橋先
生（元会員）のお父様が後援会長になって
いただき、そのほか多くの応援をいただき、
演奏会を開くことができました。」 

田代 「第一回演奏会
は当時の毎日会館で
した、そこの館長をさ
れていました、柿谷華
王子先生に「桐弦社」
という名をつけてい
ただいそうです。」 

 
田代 「昭和 22 年 11 月 27 日宮城道雄先生ご一

門と JOBK 大阪放送交響楽団を迎えて、
この演奏会が盛大に開かれました。その当
時の入場料は先生覚えておられますか」 

須山 「三十円だったと思います（当時の映画館
が二十円くらい）」 

田代 「その時の宮城道雄先生へのお礼はどれく
らいでしたか」 

須山 「三万円くらいだったと思っております」 
田代 「入場料の千倍だったことになりますね、

ほかにも随分費用が必要だったようです」 
田代 「実は、ここで大変なハプニングが起きま

したですね」 
須山 「みんな、出演して、楽屋が空でして、そ

の間に泥棒に入られて、何もかももってい
かれまして、先生への演奏料も全部無くな
ってしまいました。先生は「いいからいい
から」といってくれましたが、その後しば
らくは演奏するにもお箏を借りなければ
いけない状態で、一時は大変でした」 

須山 「先生が 2 回目の演奏会に来ていただいた
ときに、ようやくお返ししたのです」 

田代 「そのとき、須山先生以上に中島先生が大
変ご苦労されました。両親からいただいた
時計から、身の回りのものを、質屋にいれ
て、お金を工面されたとのことです。」 

須山 「今でも感謝しています」 
 
 
 

 

 

 ↑「桐弦社設立・第一回演奏会」 
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お茶の時間   
須山先生作曲の「箏合奏協奏曲」BGMによる演奏  

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
               

               
 
              ← 
             「思い出を語る 

須山知行会員」 
 
 

● 昭和31年6月25日のできごと 
田代 「大変な事件がおきました。その日の早朝、

須山家の電話がけたたましくなりました」 
須山 「はい、覚えています。東京から宮城先生

の奥さんからでした。その当時、大阪、神
戸、京都で、朝比奈隆さん指揮、関西交響
楽団との演奏会があり、その前日に汽車に
乗られたのです。急行「銀河」でした。宮
城さんらしい人が、刈谷駅付近で落ちてい
るのを、反対側の上り列車が発見したとの
こと、詳しく大阪の方で、調べてほしいと
の電話でした」 

田代 「当日の新聞によると、昭和 31 年 6 月 25
日未明、「越天楽変奏曲」の演奏のため大
阪に向かう途中、東海道線刈谷駅付近で急
行「銀河」から転落し、同日午前 7 時 15
分、刈谷の豊田病院で死亡しました。62
歳でした。と大きく報道されました。」 

田代 「先生は、びっくりされまして、お二人で
刈谷へ向かわれました。そのころ宮城宗家
と主催者側ではすでに死亡の確認と代理
演奏の準備が始まっていました。誰を代理
演奏者にするかということで、「大阪の須
山知行」にと決まったそうです」 

田代 「現地に到着するなり、この決定に従い、
午後 2 時の下り「つばめ」にとび乗り午後
5 時大阪着 7 時の開演という、大変なこと
になりました。準備も何もできませんでし
た」 

田代 「宮城道雄先生が演奏されることになって
いた、「春の海」を遠藤真里嬢のバイオリ
ンとで見事に代理演奏をされたのでした」 

須山 「もう、そういう気持ちになれなかったの
ですが、ご遺族家族からも頼まれまして自
分の気持ちも何も考えなくて、向こうの世
界から先生が応援していただきたいと、助
けていただきたい、と必死に願ってやりま
した」 

中島 「宮城先生が使われるお箏「越天楽」だけ
が大阪駅に到着しました、舞台に飾りまし
て、椅子と座布団をおいた上にスポットが
あたり、そこで代演をいたしました。」 

田代 「宮城道雄先生の代理演奏された須山知行
というお名前は、私たちにもこのころから
広く知れ渡るようになりました」 

 
 
 
 

 

● ローマ法王謁見の思い出 
田代 「その後、大学の教授もされ、海外演奏も多く

されました。53 年のドイツでの演奏会 55 年に
はアメリカ各地を回る演奏会、なかでも 56 年
のローマ法王謁見の訪問をされています。ロ
ーマ法王の前でお箏の演奏するのは日本人
として始めてです。」 

須山 「外務省から、行ってほしいとのことでして、バ
チカンへ行って法王様のお声が聞ける、こん
なことは、一生涯でないだろうと思って行きま
した。何かお土産に聞いてもらいたいと思っ
て、有名な賛美歌を３～4 曲お琴で弾けるよう
に編曲しました。屋外の広場（サンマルコ広
場）はものすごく音の響きがよろしくて、そこで、
演奏したのですけれど、8 万人の人が集まっ
て、国別に座っていましたが、歌の輪が大きく
なりまして、あちこちで、私の音楽にあわせて
歌ってくださるのですよ、そのとき考えたのに
は、言葉は違っても、音楽だけは、世界一つ
なのだと有難いと思いました。」 

 
                   「ローマ法王と８万人の 

人々を前に演奏」 ↓ 

                            

 
 
 
 
                     
                        

   ↑「ローマ法王と握手」   
田代 「そのあと法王様とのことをお聞かせください」 
須山 「演奏もおわりまして、法王様から“よくいらして

くださいました”とお話してくださいまして、近
づいてこられ、抱きかかえて、“本当に遠いと
ころ有難う”といってくださいました。演奏がす
んでから、夕方になりまして、通りの大きいとこ
ろまでズーッと送ってくださいました。“またい
つかお目にかかる日を”といわれました。 

    その後、日本に一度お越しになられたのです
が、私の都合でお目にかかることが出来なくて、
今考えますと、惜しかったな、もう一度お会い
したかったなあと今でも考えています」 

田代 「なんとすばらしい光景ではありませんか。先
生がおっしゃるように、まさに言葉は違ってい
ても音楽は世界一つなのだということ。」 

田代 「さて、先生が書かれたご本“箏の道”の続編
を今、作成中とのことですが」 

須山 「はい、いまとりかかっております」 
田代 「先生お二人は苦難の山坂を越えてこられま

した。邦楽の雄「須山知行」今あるのも賢婦、 
    中島先生の支えがあったからではないでしょう

か。これからもお二人がますます、演奏に意欲
を燃やしていただいて、そういう分野では、ま
だ青春、真只中という気がいたします。 

      お二人のこれからのご活躍をお祈りいたしま
す。本日は大変有難うございました。」 

 
 
 

 

 


