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会長挨拶
会長

木村 眞敏

本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 五大奉仕委員長方針
クラブ奉仕 辻 一夫 委員長
職業奉仕
辻 義光 委員長
社会・青少年奉仕
井本 万尋 委員長
国際奉仕
下岡 陽一郎 委員長

次回 7/18 のお知らせ
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 クラブ奉仕委員会フォーラム
辻 一夫 委員長
本日から新年度の始まりです。私と安達幹事とで、
この1年頑張ってま
いりますのでよろしくお願いします。
令和元年という記念すべき年に、会長年をさせていただくことになり
大変ありがたく思っております。
ところで、
令和への改元にあたり、
本年5月1日、
宮中の剣璽の間におい
て即位儀礼（践祚）が挙行されました。
この即位儀礼において、剣璽承
継の儀が行われましたが、
これは三種の神器の承継のことであります。
三種の神器とは、八咫鏡（アマテラス大神の霊）、八尺瓊勾玉（ツクヨ

が、
剣は沈んだままで発見できなかったといわれてい
る。
よって、
熱田神宮の剣は形代だといわれています。
なお、上記形代乃至分身は、神道における、分祀、分
霊をしたもので、本体と同じ霊が宿っているもので、
機能において本体と変わらないのです。
ところで、令和元年の5月に行われた三種の神器の
承継の起源が、天孫降臨神話にあり、それらが歴代
126代の天皇を通じて承継されてきたという事実自
体、いかにもこの国が世界最古の国家らしいと思い
ませんか。
ミの霊）、草薙の剣（スサノオの霊）
であります。
ところで、剣璽の間で行われた承継の儀式では、上記
勾玉と剣だけでしたが、鏡についても承継が行われ
ており、賢所で別途行われています。
三種の神器の承継の起源は、
なんと神話であります。
天孫降臨神話です。
天孫降臨とは、
アマテラスの孫であるニニギノミコト
が、
アマテラスの命で地上を統治するため高天原か
ら葦原中つ国（地上世界）降臨することであります。
そ
の天孫降臨の場面において、
アマテラスがニニギに
対し、三種の神器を託したことに始まります。
その後、日向の三柱の神（ニニギ、山幸彦、
ウカヤフ
キアエズ）の承継後、人間である神武天皇が承継し、
以後今上天皇まで126代の承継が行われています。

ところで、剣璽の間は、天皇の寝室の隣にあります。
又、剣璽動座と言って、例えば、天皇が伊勢に行くと
きには、剣璽も随伴することになっています。
なぜ、剣璽は、いつも天皇の近くにあるのでしょうか。
これは、天皇が祭祀王であることと深くかかわってい
るのではないでしようか。
天皇は、神と人間の境界上で祈る人であり、従って、
霊力を帯びていなければならない人なのである。
だ
からこそ、
アマテラス、
スサノオ、ツクヨミの霊の宿る
三種の神器にお近くにいて、霊力の枯渇を防いでい
るのではないだろうか。
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この三種の神器は、天皇の存在証明であり、
この三種
が揃わなければ天皇足りえないのです。
現に、南北朝時代の北朝五代の天皇は、上記三種の
神器を保持していなかったので
（後醍醐天皇が北朝
に偽神器を渡したため）、足利尊氏が擁立し、現天皇
の先祖であるにもかかわらず天皇とはみなされてい
ないのです。
三種の神器はそれほど重要なもので、三島由紀夫も
「・・日本が、最後に守るべきは三種の神器である」
と
言っています。現に皇宮警察では、宮中に火事が発
生した場合、玉体より先に三種の神器を避難させる
ことになっています。
又、終戦の詔において、昭和天皇は、
このままでは三
種の神器を守れないので終戦を決定したと述べられ
ております。

■会員の皆様にもご協力頂きました6月29日
（土）の
野球同好会の甲子園親睦大会はお陰様で中之島
が勝ちました。
応援、
ご支援ありがとうございました。

なお、皇居内にある三種の神器のうち、本体は勾玉
のみであり、剣と鏡は形代乃至分身です。

■本日は会長幹事の本年度の方針についての挨拶
です。

鏡の本体は伊勢神宮にあります。
剣の本体は熱田神宮
にあると書かれている本もありますが、実は本体は壇
之浦の海戦の際、建礼門院と安徳天皇が三種の神器
と供に入水自殺したところ、
鏡と勾玉は浮上してきた

尚、来週の11日はクラブ奉仕・職業奉仕・社会青少
年奉仕・国際奉仕委員会、4大奉仕委員会の委員
長の挨拶の予定です。
よろしくお願い致します。
■7月7日
（日）
17時より米山奨学生学友会の総会及び

新規奨学生歓迎会です。
中之島からは、
奨学生の劉さ
ん、
木村会長、
山本米山奨学委員長、
カウンセラーの
西田会員が出席されます。

■7月26日〜30日まで、
ドクターカー寄贈の為、台北
の3クラブ、大阪の3クラブでモンゴル訪問の予定
です。
ご参加される方よろしくお願い致します。

■7月18日
（木）の例会はクラブ奉仕委員会のクラブ
フォーラムです。辻一夫クラブ奉仕委員長、内容の
検討の方よろしくお願い致します。

■7月27日
（土）14時より社会福祉指導センターにお
きまして、新社会青少年奉仕委員会、国際奉仕委
員会の合同委員長会議です。
今のところ、井本委員長が出席で、国際奉仕の方
はどなたが出席するか決まっておりません。

18時30分より太閤園淀川亭におきまして、直前会
長・幹事の慰労会を開催致します。会員の方々全
員のご出席を予定しております。会費は近々徴収
させて頂きます。

■8月1日
（木）
は、本年度第1回のクラブ協議会です。
今回から卓話の時間に開催することになりました。
出来るだけ多くの会員に参加して頂きクラブの様
子をわかってもらう為です。

■7月25日
（木）
は、各小委員会の委員長の活動方針
の発表です。
各委員長の方、
よろしくお願い致します。

2019-20年度

■8月8日
（木）
は久しぶりの卓話の時間です。
本年度スタートは村橋会員の担当です。

大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長

木村 眞敏
ローガンに
「Stand By You」〜あなたと共に〜を掲
げておられます。
このスローガンを設定するにあたり、次の二つのこと
を思い描いたそうです。
①常に相手の目線に立ったロータリー活動
私たちは、奉仕活動をするにあたり、常に相手に
寄り添い、同じ目線に立って計画し、実施してま
いりましょう。
これにより、真のニーズを把握でき、
より実りの多い活動になるでしょう。
②新入会員と共に

2019〜20年度国際ロータリー会長のマーク・ダニ

入会3年未満の会員の退会理由の、真の理由は

エ ル・マローニー 会 長 の 今 年 度 のスローガンは

「寂しさ」にあるとも言えます。新しい仲間と寄り

「ロータリーは世界を繋ぐ」
であります。
国際ロータリーは、地域社会とつながり、職業ネット
ワークを広げ、更に、国連等国際機関などと協力を通
じ、
グローバルコミュニティとつながっています。
私たちの奉仕活動は、同じ価値観を共有し、
より良い

添い、新たな友人ができた喜びを分かち合いま
しょう。
強調事項として、以下の3点を強調されています。
①効果の持続性が期待される有意義な奉仕事業
（活動の絞り込み）

世界の為に行動したいと願う人々と結びつきをもた

少人数の倶楽部では、奉仕活動において、
ともす

らします。

れば、過去の活動の踏襲に陥り、実際のニーズ

本年度は、
「ロータリーは世界を繋ぐ」
のテーマの下、

に離れたものとなる恐れがある。

ロータリーの奉仕を通じて、有能に思慮深く、寛大な
人々が手を取り合い、行動を起こすための繋がりを
築いてまいりましょう。

次年度に向けては、再度検証され奉仕活動を絞
り込み、
より有意義な活動を選択されことも選択
肢の一つとして推奨します。

これを受けて2019〜220年度の国際ロータリー第

②ロータリーファミリーの絆を深める。

2660地区ガバナー四宮孝郎氏は、今年度の地区ス

③ロータリー賞の獲得を目指す。

以上が、国際ロータリー及び2660地区の今年度の

ラブでなければならず、そのためには、第一線で

テーマであります。

仕事をしている
（若手）会員にとって参加しやす

そこで大阪中之島RCとしましては、当クラブの特性、

い事業数、行事数でなければなりません。

伝統、地域性、現状等を勘案し、今年度の方針を以下

そこで、今年度のスローガンを「選択と集中」
とさ

の通りとします。

せてもらいます。
要するに、有益で、効果的な事業、行事を選択し、

（1）当クラブの現状
当クラブの規模からして、現行の事業、行事数が
過剰ではないかと思われます。例えば、海外の事
業や行事だけでも、べトナムのVTT事業、モンゴ
ルのドクターカー支援事業、インターアクトの海
外研修、台北福齢RCとの相互訪問（従来隔年で

当該選択した事業等に集中したいと思います。
つ
まり、絞り込んだ質の高い事業を目指したいと思
います。更に、全員参加型の事業を目指します。
昨今、国際ロータリー等から、世界や時代の潮流
に乗り遅れないために、
クラブの多様性、柔軟性

あったものが、現在は毎年）、前年度の社会・青少

等が主張されています。

年奉仕事業だけでも5件（餅つき、エイズ、西成食

私は、
クラブの多様性、柔軟性を実現するために

堂、三世代奉仕事業、
インターアクト）、職業奉仕

は、
クラブ内の会員の多様性、柔軟性が認められ

事業も3件（出前事業、禅道場、職場体験等）
その

なければならないものと思っております。

他三世代クラブの合同懇親会が前年度3回、
その

ロータリークラブは、異業種の人たちが交流し、

他多数の行事が行われています。

親睦を深め、奉仕事業を通じて、そこに絆が生ま

言うまでもなく、RCは職業人の団体でありますか

れてくるものであります。

ら、
クラブは仕事をしながら参加しやすい環境で

ただ、
クラブ会員は、いろいろな職業、職場での

なければならないのです。

位置（現役であったり、引退していたり）、年齢、環

殊に、若手のロータリアンは第一線で仕事をして

境等により、RCに対する温度差がいろいろ違うの

いる人たちです。彼らが参加可能な環境でなけ

であります。

れば、若きロータリアンがいなくなってしまいま

RCは、上記のような多様な会員を繋ぐ緩やかな

す。若手のいないロータリークラブの明日はない
のであります。
なお、過剰な事業や行事を無理して、そのまま維
持すれば、事業がマンネリ化するだけでなく、参
加者が少数化してしまいます。

紐帯であるべきと思っております。
そして、上記の多様な会員各位が、いろいろな場
面で、その特性を生かして事業参加する中から、
会員相互や奉仕の相手方との間、新たな絆が生
まれるものと思っております。

（2）方針

上記のごときクラブ活動を通じて、大阪中之島RC

持続可能な事業をするためには、持続可能なク

に素晴らしい絆が築かれることを願っています。
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幹事

安達 昌弘

今年度より木村会長を支える為、幹事を引き受けま

僕は11年前にこの中之島の幹事という役目を経験し

す安達です。

ておりますが、その頃とは気持ち的にまったく違う部

前任の藤本幹事が真面目でよく頑張られておられま

分があるんです。

したので僕もそれに負けないように、
クラブのみんな

僕が入会して以来、今と同じく
「会員増強」が大きく叫

から頼られる幹事でありたいと思っておりますし、そ

ばれており、
その当時は別に何とも意識していなくて、

うなれるように頑張ります。
そして何より明るい雰囲気で楽しいクラブ運営を基
本に1年間木村会長と共に走り抜きたいです。

「会員増強」
というものの大切さがわからなかったの
ですが、
クラブを維持していく為には最も大事なこと
だと認識出来てきております。

こういう考え方を、11年前は決してしていなかったと
思います。幹事として失格でした。
もうひとつ、中之島ロータリークラブを維持していく
為に、先日中之島からガバナー輩出の議論がありま
したが、
クラブにとって前向きにひとつの目標に向
かって力を合わせていくこと、奉仕活動の一つ一つ
に会員みんなが意識して参加し、何かを掴みその経
験を生かして、
また次の事業に繋げていくこと、地区
の事業に参加し、その経験を自分のクラブに反映さ
せ、中之島を更に高い位置のクラブに持っていくこと、
「会員増強」
を推し進めていかなければ、やがてその
クラブは消えていきます。
僕は今、中之島の在籍年数からいうと古い方から5番
目ですが、今の会員数だけで言うと、僕の入会から以
後24年間で約30名の新入会員が後ろに並んでいる
訳です。
実際は、退会者も少なくないので相当の会員が僕の
後から入会されているのです。極端に言えば、
まった
く
「会員増強」
をしなかったとしたら、今中之島のメン

そうすれば少なくとも現在の中之島が維持出来て、
今の会員みんなが死んでしまったとしても中之島
ロータリークラブは永遠に生きていきます。“変わらな
いで居続けるためには変わり続けるしかない”のです。
「会員増強」
と「クラブの活性化」で、中之島ロータ
リークラブを永遠に元気なクラブとして存続させてい
きましょう。
以上、新しい年度のスタートにあたり僕の想いを述
べました。

バーは5人になっています。

本日のメニュー

▲お誕生日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・早瀬 道圓会員・
木村 眞敏会長・檜皮 悦子会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より北村 讓会員・山本 肇会員・
木村 眞敏会長・上山 英雄会員・井本 万尋会員
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ニコニコBOX

木村：今日から新年度です。
よろしくお願いします。
金森：前年度ホームクラブ皆出席の記念品をいただ
いたことと、木村年度の発足を祝して
辻（義）
：1年間よろしくお願いします。
下岡：木村丸の出航頑張って下さい！
吉田：甲子園の快勝おめでとうございます。
安達監督はじめ、皆様有難うございました。
早瀬：新年度です。ニコニコ

tulations!
Congra

山本：木村会長・安達幹事はじめ執行部の皆様、1年
間頑張って下さい。
楽しい1年でした。
高島：①1ヶ月以上例会欠席でした。すみません。
②今年度の執行部、頑張ってください。
嶽下：木村会長・安達幹事宜しくお願いします。
北村（讓）
：木村丸の船出、頑張りましょう。
ゲストの北口をよろしくお願いします。
村上：木村会長・安達幹事新年度の方針のスピーチ、
楽しみにしています。
上山：紫陽花（アジサイ）や昨日
（きのう）の誠（マコト）

早瀬会員が米山奨学委員会より「第２8回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

今日の嘘（ウソ）

子規

北村（薫）
：新スタートです。木村会長、安達幹事よろし
くお願いします。
村橋：新年度のスタートを祝して
西田：木村会長、安達幹事1年間よろしくお願いします。
岡本：SAA委員長をさせていただきます。
よろしくお
願いします。
戸田：木村会長、安達幹事よろしくお願いします。
栗山：新年度役員の皆様、
よろしくお願いします。
上瀬：新年度宜しくお願いします。
ゲストの北口さんをよろしくお願いします。

本日のソング委員 杉村 雅之会員

●本日のゲスト
上瀬会員ご紹介
嶽下会員ご紹介

●メイクアップ
栗山 博道

6月 1日

高島 凱夫

6月 1日

村橋 義晃

6月 1日

村木 博行

6 月19日

藤本：木村会長、安達幹事1年間よろしくお願いします。

本日合計 : ￥52,000
累

北口 竜輔 様
林 さゆり 様
ロータリー国際大会
大阪ナイト
ロータリー国際大会
大阪ナイト
ロータリー国際大会
大阪ナイト
IM6組会長・幹事会
（六輪会）

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥52,000

35名
6名
0名
32名
3名

出席率
6月6日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
91.42 %
82.85 %

0名
0名
2名
0名

