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会長挨拶
会長　木村 眞敏

皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんのおかげで、今年度
も半年が過ぎましたが、後期にはロータリーデイとフレッシュロータリ
アン親睦交流会というビッグイベントを控えています。今後とも皆様
ご協力よろしくお願いします。

年末に、ポーランドからの交換留学生のアントニーさんの話をしまし
た。その際、ポーランドがヨーロッパ1の親日国である話をしました

本日のプログラム

次回 1/23 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　職業奉仕クラブフォーラム
　辻 義光 委員長

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　地価動向と
　　　　インバウンドの影響
　村上 俊二 会員
■第8回 2月度理事会
　13：40～　サファイアルーム



が、その理由についてお話します。

日露戦争当時、ポーランドはロシアの植民地であっ
たところ、当時、日本の諜報を担当していた明石元次
郎がポーランドに独立運動の為の武器弾薬資金を
提供して、独立運動を援助しました。何より、日本が日
露戦争に勝利することにより、ロシア帝国を弱体化
し、結果、ロシア革命が勃発したことにより、ポーラン
ドが独立できたことです（1918年）。

要するに、日本は彼らの独立に大きくかかわったの
です。

1920年代、ロシア革命後の混乱の中で、親を失った
765名のポーランドの孤児を日本陸軍が無事ポーラ
ンドに送り届けた。彼らはこれを深く感謝しており、こ
の前の阪神淡路大震災の際、震災孤児をポーランド
に招待し、彼等を励ましています。

1930年代、ナチからの弾圧から逃れるため、リトアニ
ア国境や満州国境に来襲したユダヤ人にビザを発給
し（前者は6,000通、後者は2万通）、彼等を救ったの
であるが、このユダヤ人の中に多くのユダヤ系ポーラ
ンド人が含まれていた。

ポーランド人は、以上の事実をいまだに覚えて感謝
しており、ヨーロッパ屈指の親日家になっているので
ある。

皆様明けましておめでとうございます。
今年もこの大阪中之島ロータリークラブを更に良い
クラブにする為に、またそれぞれの会員にとっても意
義あるクラブとなりますように協力して頑張っていき
ましょう。

2019-20年度第1274回（第24回例会）
幹事報告 (1/9)

幹事  安達 昌弘

また、今年から入会された小原さん、一緒に頑張って
いきましょう。

■本日後半の卓話の時間は、会長・幹事の新年の挨
拶です。

■1月16日（木）の卓話は村上会員の担当です。よろ
しくお願いします。

■1月23日（木）は職業奉仕委員会担当のクラブ
フォーラムです。
　辻 義光委員長、よろしくお願いします。

■1月の最終週は夜例会の後、恒例の上半期新入会
員歓迎会です。
　言い方を変えれば北口会員の歓迎会ということに
なります。

＊あと、2月の卓話の予定だけ申し上げておきます。
　2月6日：栗山会員、13日：辻一夫会員、20日：下岡
国際奉仕委員長担当のクラブフォーラム、27日：辻
義光会員の卓話の順となっております。

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「第41回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。



会長　木村 眞敏

1．はじめに

年の初めにふさわしい話をということで、記紀神話
に基づく日本のはじまりの話をしようと思います。
記紀というのは、古事記と日本書紀のことで、前者
は712年に編纂され、後者は720年に編纂され今
年は編纂後1300年になります。

何れも、神話から説き起こし、前者は推古天皇まで、
後者は持統天皇まで書かれています。

古事記は国内向けの歴史書で、大和言葉と漢文で
書かれており（但し、大和言葉は万葉仮名で書かれ
ているので、全文漢字となっている）、日本書記は
外国向けの歴史書で、全文漢文で書かれています。

内容的には、似ているが、違う部分もあります。違う
部分については古事記の内容によってお話します。

2．日本のはじまり

天地（あめつち）二つに分かれたとき、高天原に神
が現れた。アメノミナカヌシ、タカミムスビ等が5柱
の神（別天神）が現れ、その後七柱の神々が現れ
たのです（神代七世）。

・記紀では、神より先に天地が生まれるのですが、
旧約聖書では、神がまず存在し、天地を創造す
るのです（天地創造）。旧約では、神は全知全能
で、唯一絶対神。一方、記紀では、神は天地つま
り大自然から産み落とされたのであり、不完全
な神です。

・最初に、記紀における宇宙観を述べておくと、
それは3層構造になっており、高天原と葦原中
つ国と黄泉の国になっており、高天原には神々

新年の挨拶

会長 木村 眞敏、　幹事 安達 昌弘

が、中つ国には人間が、黄泉の国には死者が
住んでいます。

3．国生み

神代七世の最後に、イザナギ（男神）、イザナミ（女
神）の神が現れます。

イザナギがイザナミに対し、「私の体で、出っ張っ
ているところを、あなたの体の窪んだところに入れ
て、国を産もう」と言って国を生むことになった。

・これは、男女の相補性の原理（お互いに補い合
う）を表現している。旧約聖書では、イブは、ア
ダムを慰めるため、彼の肋骨から作られたので
あり、男性の絶対的優位が表現されている。
平安時代に「源氏物語」の紫式部や「枕草子」の
清少納言その他綺羅星の如く女流作家（西洋
に数百年先立つ）が、出現したのも、上記男女
観の影響によるものと言わざる得ないのです。

で、国生みのため、イザナミとイザナギは、天の御
柱を左右反対方向に回ってであったところで、イザ
ナミがイザナギに「ああいい男」と声をかけ、イザ
ナギが「ああいい女」と声をかけて、まぐわったとこ
ろ、蛭子ができてしまった。そこで、高天原の神に
相談したところ、女性から声をかけたのが悪かっ
た、男性から誘うべしとアドバイスされたので、そ
の通りしたところ、淡路島を出産した。

・イザナギ、イザナミは、誘う神という意味です。
男女間のことは、女性から誘うとうまくいかず、
男性から誘うべきであるとの説話であります。

・「ああいい女、ああいい男」と褒めあうのは、言
霊信仰の一種で、いいことを言えば、いいこと
が実現し、悪いことを言えば悪いことが実現す
るという信仰であり、現在でもその信仰は生き
ています。正月に「明けましておめでとうござい
ます」と挨拶しあうことも、結婚式などで「終わ
り」といわずに「お開き」とか「中締め」というの
も上記言霊信仰上の言葉です。

さて、上記の如く、淡路島を産んでから、四国、隠岐、
九州、壱岐、対馬、佐渡島と生んでいき最後に本州
を生みました。

・幕末、長州藩が馬関戦争で、四か国連合（アメ
リカ、イギリス、オランダ・フランス）に惨敗した



際の条件交渉で、イギリスは彦島の割譲を要求
してきました。これに対し、高杉晋作は「日本書
紀」を持ち込んで、約二時間に亙って、国生み、
神生みの話を聞かせ、「わが国土は神の国土
であるから、1ミリも外国に譲渡できない」と主
張して、イギリスの要求を突っぱねました。

4．神生みと人の生死

イザナギとイザナミの神生みによって、たくさんの
神さんが生まれてきたのですが、イザナミがヒノカ
グツチの神を生んだ際、陰部を火傷して死んでし
まった。

残されたイザナギは、あきらめきれずに、イザナミ
がいる黄泉の国（死者の世界、地獄ではない）に連
れ戻しに行ったところ、イザナミの体は、腐敗しウ
ジ虫が湧いていた。それを見て驚いたイザナギは、
中つ国に逃げ帰ろうとしたが、怒ったイザナミが追
手を差し向けた。イザナギは追手を振り払って逃
げたが、最後に1,500人の軍勢がおってきた。イザ
ナギは何とか黄泉比良坂（黄泉と中つ国の境）に
たどり着き、そこにあった桃の木の桃3つを投げる
と軍勢は退散した。

・桃は邪気を払う霊力を持っており、3つで
1,500の軍勢を退散させるのであるからその
霊力はすごい。

・桃から生まれた桃太郎が鬼退治をするのは桃
の霊力によるのです。
ところで、鬼には、なぜ角があり、トラ柄のパン
ツを履いているのでしょうか。鬼は北東の鬼門
から出入りするところ、鬼門の方位は、陰陽五
行説から来た陰陽道の方位では、丑寅方位と
なるからです。牛の角とトラ柄のパンツを履い
ているのです。
鬼門と反対である西南の方位は裏鬼門で、申、
酉（雉）、戌の方位で、これは鬼の天敵です。
従って、桃太郎はさる、雉、いぬを連れて鬼退
治をするのです。

・ところで、第十代の崇神天皇が山陽道諸国の
平定に吉備津彦（第七代の孝霊天皇の子）を
派遣するのですが、吉備国（岡山、広島東部）
説得平定するのですが、この人が桃太郎のモ
デルと言われています。なお、吉備津彦の家来
が犬養健で、犬養毅の先祖と言われており、現
に、吉備津彦神社の石碑の揮毫は彼がしてい
る。吉備団子はここからきている。

・最近発見された纏向遺跡（三世紀の遺構）では、
たくさんの桃の種が出土しましたが、祭祀に使
われていたことが確認されています。

さて、1,500人の軍勢も桃の霊力によって退散した
ため、イザナミ自身が追いかけてきましたので、イ
ザナギは、黄泉比良坂（現実世界と黄泉の国の境）
の入り口を大きな石で塞ぎました。

・岩石は悪霊や邪気を防ぐ力があるといわれて
おり、古墳の石室など岩石で塞いでいます。
すると、イザナミは激怒し、「あなたの国の人々
を1日千五百人絞め殺しましょう」と呪いの言
葉を吐いたところ、イザナギは「なら、1日千人
産んでやる」と言い返した。これが我々の生死
の原因の答えです。死はイザナミの呪い、生は
イザナギの霊力です。

・なお、蘇るの語源は、黄泉から帰るからきてい
ます。

中つ国に帰ったイザナギは、いち早く黄泉の国で
の穢れを（死は最大の穢れ）を祓い清めるため、川
で禊をしました。その際、多くの神様が生まれまし
たが、最後に、左右の目と鼻から三貴神が生まれ
ました。左目を洗ったときにアマテラス、右目を
洗ったときにツクヨミ、鼻を洗ったときにスサノオ
が生まれました。

・日本では左が右より格上なのは（左大臣は右
大臣より格上）、上記禊で、左目から最高神ア
マテラスが生まれたからである。

・ところで、上述の如く、神が、国や神や人を生成
するときに、生むという言葉を使っています。こ
のことは、神と国、神と人、神と神すべてが、身
内であり、同胞であるということなのです。この
思想が、後々いろいろな日本思想に（自然信仰、
祖先信仰、皇祖霊信仰、和の思想等）に甚大な
影響を与えるのです。

5．アマテラスの岩屋戸隠れとスサノオの再生

そして、イザナギはアマテラスに「高天原を知ら
せ」と命じました。この知らせは「治める」こと。ツク
ヨミは夜の世界を、スサノオは海原を治めることを
命じた。

ところで、海を統治することをスサノオは、泣いて
ばかりで海治めようとしない。死んだお母さんに会
いたいというわけです。

このため、スサノオは追放されることになったので、

アマテラスに別れの挨拶に行ったところ、アマテラ
スはスサノオの誠意を疑うので、誓約をすることと
なった。結果、スサノオは勝ったものと判断し、高天
原で大暴れした（田の畔を壊す、溝を埋める。宮殿
に糞をまき散らす、機織りの小屋に馬の死骸を放
り込む等々）

上記スサノオの所為に当惑したアマテラスが石屋
戸にお籠になったため、高天原も中つ国もことごと
く暗黒となった。そこで、八百万の神が協議した結
果、思い金の以下のような案が採用され実施された。

鏡と勾玉（これはこの前の即位儀礼で承継された
鏡と勾玉である）を作って榊の枝にかけ、アメノコ
ヤネが祝詞を奏上して、神樂が始まる。アメノウズ
メのストリップ等の結果、石戸が開かれた。

・これはこの前の即位儀礼で承継された鏡と勾
玉である。日本は神話と歴史が地続きの唯一
の国で世界最古の国である。なお、上記のアメ
ノコヤネは藤原氏の祖である。

スサノオは高天原を追放になって中つ国に下るが、
同所でクシナダヒメを食べに来たヤマタノオロチ
を退治する。そして、出雲の「須賀」に宮殿を造る。
清々しい場所なので「須賀」と名付ける。

上記のクシナダヒメと結婚しいろいろな子を産ん
でいくが、その6世孫がオオクニヌシの命であり、
国造りをする。

6．出雲の国譲り

アマテラスは、軍神タケミカヅチを派遣してオオク
ニヌシと国譲りの交渉をさせる。その際「汝が『ウ
シハケル』中つ国は、わが皇子のシラス国であると
任命なさった。汝の考えは如何なものか」。

・ウシハクとは、一般的な権力的な統治であると
ころ、「シラス」とは、天皇が広く国情をお聞き
になって、お知りになる。そのことによって自然
と国が束ねられる。これが天皇の統治である。

これに対し、オオクニヌシは「息子の意見を聞いて
くれ」というので、息子のコトシロヌシの意見を聞
いたところ、「ああいいですよ。私の国を差し上げ
ます」といったので、もう一人の息子であるタケミ
ナカタの意見を聞いたところ、反抗し、力比べをす
ることになったが、勝負にならず、諏訪までに逃げ
て行って、「諏訪から出ません。国は差し上げます」

そこで、オオクニヌシは「高天原に届くほどの宮殿
を建てて祭られることを条件に国譲りを承諾した。

・要するに、話し合いによって統一王権ができた
のです。この話は古墳時代のことと思われるの
ですが、考古学的に、この時代に戦争の後を示
す出土品が出ないのです。そして国家統一さ
れているのです。
戦争がないのに統一王権ができるなんて世界
では例がないのです。戦争によって統一王権
ができるというのが世界史の常識なのです。
戦争なく統一王権ができた根本的な理由は、
宗教の自由が認められたからです。この時代の
戦争で負けた側は、彼等が信じていた宗教は
廃絶されて、男は全員殺され、女子供は全員奴
隷というのが相場でした。
近代になっても、宗教戦争は悲惨です。ドイツ
の30年戦争では国民の三分の一が殺されて
います。ドイツだけでなく、この時期、ヨーロッ
パ中宗教を理由にさんざん殺し合いをしてい
ました。これらが終結したのは、ウェストフェリ
ア条約締結により、宗教の自由が認められてか
らで、1648年以降です。
日本では、太古の出雲の時代から宗教の自由
が認められていたのです。

7．天孫降臨

アマテラスの孫にあたるニニギが、高天原から中
つ国に統治の為、降臨するのであるが、その際、勾
玉と草薙の剣と鏡を与えられ、「この鏡を私の御霊
として、私の前に額づくときのように心を込めて祈
りなさい」と言って送り出された。

・記述の如く、上記の鏡、勾玉及び草薙の剣は、
今回の即位儀礼の際、三種の神器として、剣璽
等承継の儀において承継されたものである。

ニニギは、以上のような経緯で、葦原中つ国に降
臨し、同国をシラスこととなったのです。



幹事　安達 昌弘

新年おめでとうございます。　　

今年度の上半期は大阪中之島ロータリークラブに対
していろいろとご協力頂き本当にありがとうございま
した。

ご協力ついでに、この下半期の中之島の目玉であり
ますロータリーデー・フレッシュロータリアン親睦交
流会への意識をもっと高めて頂き、皆様方へその協

際の条件交渉で、イギリスは彦島の割譲を要求
してきました。これに対し、高杉晋作は「日本書
紀」を持ち込んで、約二時間に亙って、国生み、
神生みの話を聞かせ、「わが国土は神の国土
であるから、1ミリも外国に譲渡できない」と主
張して、イギリスの要求を突っぱねました。

4．神生みと人の生死

イザナギとイザナミの神生みによって、たくさんの
神さんが生まれてきたのですが、イザナミがヒノカ
グツチの神を生んだ際、陰部を火傷して死んでし
まった。

残されたイザナギは、あきらめきれずに、イザナミ
がいる黄泉の国（死者の世界、地獄ではない）に連
れ戻しに行ったところ、イザナミの体は、腐敗しウ
ジ虫が湧いていた。それを見て驚いたイザナギは、
中つ国に逃げ帰ろうとしたが、怒ったイザナミが追
手を差し向けた。イザナギは追手を振り払って逃
げたが、最後に1,500人の軍勢がおってきた。イザ
ナギは何とか黄泉比良坂（黄泉と中つ国の境）に
たどり着き、そこにあった桃の木の桃3つを投げる
と軍勢は退散した。

・桃は邪気を払う霊力を持っており、3つで
1,500の軍勢を退散させるのであるからその
霊力はすごい。

・桃から生まれた桃太郎が鬼退治をするのは桃
の霊力によるのです。
ところで、鬼には、なぜ角があり、トラ柄のパン
ツを履いているのでしょうか。鬼は北東の鬼門
から出入りするところ、鬼門の方位は、陰陽五
行説から来た陰陽道の方位では、丑寅方位と
なるからです。牛の角とトラ柄のパンツを履い
ているのです。
鬼門と反対である西南の方位は裏鬼門で、申、
酉（雉）、戌の方位で、これは鬼の天敵です。
従って、桃太郎はさる、雉、いぬを連れて鬼退
治をするのです。

・ところで、第十代の崇神天皇が山陽道諸国の
平定に吉備津彦（第七代の孝霊天皇の子）を
派遣するのですが、吉備国（岡山、広島東部）
説得平定するのですが、この人が桃太郎のモ
デルと言われています。なお、吉備津彦の家来
が犬養健で、犬養毅の先祖と言われており、現
に、吉備津彦神社の石碑の揮毫は彼がしてい
る。吉備団子はここからきている。

・最近発見された纏向遺跡（三世紀の遺構）では、
たくさんの桃の種が出土しましたが、祭祀に使
われていたことが確認されています。

さて、1,500人の軍勢も桃の霊力によって退散した
ため、イザナミ自身が追いかけてきましたので、イ
ザナギは、黄泉比良坂（現実世界と黄泉の国の境）
の入り口を大きな石で塞ぎました。

・岩石は悪霊や邪気を防ぐ力があるといわれて
おり、古墳の石室など岩石で塞いでいます。
すると、イザナミは激怒し、「あなたの国の人々
を1日千五百人絞め殺しましょう」と呪いの言
葉を吐いたところ、イザナギは「なら、1日千人
産んでやる」と言い返した。これが我々の生死
の原因の答えです。死はイザナミの呪い、生は
イザナギの霊力です。

・なお、蘇るの語源は、黄泉から帰るからきてい
ます。

中つ国に帰ったイザナギは、いち早く黄泉の国で
の穢れを（死は最大の穢れ）を祓い清めるため、川
で禊をしました。その際、多くの神様が生まれまし
たが、最後に、左右の目と鼻から三貴神が生まれ
ました。左目を洗ったときにアマテラス、右目を
洗ったときにツクヨミ、鼻を洗ったときにスサノオ
が生まれました。

・日本では左が右より格上なのは（左大臣は右
大臣より格上）、上記禊で、左目から最高神ア
マテラスが生まれたからである。

・ところで、上述の如く、神が、国や神や人を生成
するときに、生むという言葉を使っています。こ
のことは、神と国、神と人、神と神すべてが、身
内であり、同胞であるということなのです。この
思想が、後々いろいろな日本思想に（自然信仰、
祖先信仰、皇祖霊信仰、和の思想等）に甚大な
影響を与えるのです。

5．アマテラスの岩屋戸隠れとスサノオの再生

そして、イザナギはアマテラスに「高天原を知ら
せ」と命じました。この知らせは「治める」こと。ツク
ヨミは夜の世界を、スサノオは海原を治めることを
命じた。

ところで、海を統治することをスサノオは、泣いて
ばかりで海治めようとしない。死んだお母さんに会
いたいというわけです。

このため、スサノオは追放されることになったので、

アマテラスに別れの挨拶に行ったところ、アマテラ
スはスサノオの誠意を疑うので、誓約をすることと
なった。結果、スサノオは勝ったものと判断し、高天
原で大暴れした（田の畔を壊す、溝を埋める。宮殿
に糞をまき散らす、機織りの小屋に馬の死骸を放
り込む等々）

上記スサノオの所為に当惑したアマテラスが石屋
戸にお籠になったため、高天原も中つ国もことごと
く暗黒となった。そこで、八百万の神が協議した結
果、思い金の以下のような案が採用され実施された。

鏡と勾玉（これはこの前の即位儀礼で承継された
鏡と勾玉である）を作って榊の枝にかけ、アメノコ
ヤネが祝詞を奏上して、神樂が始まる。アメノウズ
メのストリップ等の結果、石戸が開かれた。

・これはこの前の即位儀礼で承継された鏡と勾
玉である。日本は神話と歴史が地続きの唯一
の国で世界最古の国である。なお、上記のアメ
ノコヤネは藤原氏の祖である。

スサノオは高天原を追放になって中つ国に下るが、
同所でクシナダヒメを食べに来たヤマタノオロチ
を退治する。そして、出雲の「須賀」に宮殿を造る。
清々しい場所なので「須賀」と名付ける。

上記のクシナダヒメと結婚しいろいろな子を産ん
でいくが、その6世孫がオオクニヌシの命であり、
国造りをする。

6．出雲の国譲り

アマテラスは、軍神タケミカヅチを派遣してオオク
ニヌシと国譲りの交渉をさせる。その際「汝が『ウ
シハケル』中つ国は、わが皇子のシラス国であると
任命なさった。汝の考えは如何なものか」。

・ウシハクとは、一般的な権力的な統治であると
ころ、「シラス」とは、天皇が広く国情をお聞き
になって、お知りになる。そのことによって自然
と国が束ねられる。これが天皇の統治である。

これに対し、オオクニヌシは「息子の意見を聞いて
くれ」というので、息子のコトシロヌシの意見を聞
いたところ、「ああいいですよ。私の国を差し上げ
ます」といったので、もう一人の息子であるタケミ
ナカタの意見を聞いたところ、反抗し、力比べをす
ることになったが、勝負にならず、諏訪までに逃げ
て行って、「諏訪から出ません。国は差し上げます」

そこで、オオクニヌシは「高天原に届くほどの宮殿
を建てて祭られることを条件に国譲りを承諾した。

・要するに、話し合いによって統一王権ができた
のです。この話は古墳時代のことと思われるの
ですが、考古学的に、この時代に戦争の後を示
す出土品が出ないのです。そして国家統一さ
れているのです。
戦争がないのに統一王権ができるなんて世界
では例がないのです。戦争によって統一王権
ができるというのが世界史の常識なのです。
戦争なく統一王権ができた根本的な理由は、
宗教の自由が認められたからです。この時代の
戦争で負けた側は、彼等が信じていた宗教は
廃絶されて、男は全員殺され、女子供は全員奴
隷というのが相場でした。
近代になっても、宗教戦争は悲惨です。ドイツ
の30年戦争では国民の三分の一が殺されて
います。ドイツだけでなく、この時期、ヨーロッ
パ中宗教を理由にさんざん殺し合いをしてい
ました。これらが終結したのは、ウェストフェリ
ア条約締結により、宗教の自由が認められてか
らで、1648年以降です。
日本では、太古の出雲の時代から宗教の自由
が認められていたのです。

7．天孫降臨

アマテラスの孫にあたるニニギが、高天原から中
つ国に統治の為、降臨するのであるが、その際、勾
玉と草薙の剣と鏡を与えられ、「この鏡を私の御霊
として、私の前に額づくときのように心を込めて祈
りなさい」と言って送り出された。

・記述の如く、上記の鏡、勾玉及び草薙の剣は、
今回の即位儀礼の際、三種の神器として、剣璽
等承継の儀において承継されたものである。

ニニギは、以上のような経緯で、葦原中つ国に降
臨し、同国をシラスこととなったのです。



力をお願いすることが、僕のこの年頭の挨拶の柱で
あります。

どうしても、自分は大して関係無いと思い込んで自分
から何もしない会員さんがいるのは、それは何処の
クラブでもある程度仕方ないことでしょうが、出来た
らみんなで、出来るだけみんなで達成感を共有した
いものです。

その為に、会員全員で協同意識を持つ為に、会員

IM6組 ロータリーDayに関する理事会報告
1. 概要

四宮ガバナーのご意向により青少年活動の活
性化を図るため、若者中心とした多世代交流の
場としてのロータリーDayを計画しました。

2. 日時
2020年5月9日（土曜日） 登録受付：12：30
　開会：13：00～ ／ 閉会：16：15

3. 会場

太閤園 3F　ダイヤモンドホール

4. 次第

13：00　開会・点鐘・日本国国家・ロータリーソ
ング・開会宣言・歓迎の辞
地区役員紹介・クラブ紹介・ガバナー
挨拶

13：30　基調講演
14：40　休憩
15：00　シンポジュウム
16：00　講評・総括・次年度ホストクラブ挨拶・

閉会の辞・点鐘

5. 基調講演

戸田 佳孝 会員

テーマ：「青少年が気を付けないと将来損をす
る肩・腰・脚」

内容：体力に満ち溢れているはずの10代、20代
の若者でも運動能力が高いのに怪我や
故障に悩まされ中断することがある。将来、
歳を重ねても体力を維持しスポーツを楽
しむためにも自己管理及び再発防止につ
いてメディカルチェック等予防医学にも重
点を置いて講演します。

6. シンポジュウム

テーマ：「青少年の将来に向けての健康つくり：
今から考えて得をする体つくり」

内容：若者にとり高齢化社会への対処の在り方、
彼らの将来に向けての身体つくりについ
て各分野の専門医からのアドレスを予定
しています。

コーディネータ：高島 凱夫

各々一人ずつに小さいことでも何でもいいので、何
か仕事をして頂くように実行委員会の方から働き掛
けてもらおうと考えています。

それにはまず5月9日には出席して頂くこと。

そして、お客様一人を席に誘導するだけでも、お茶を
配るだけでもいいから何らかの形でこのイベントに
参加してもらうのです。

既にある程度の役割分担が決まってきておりますの
で、それを早々に皆さんに通達し理解して頂き、更に
その内容を具体的に進めていきたいと思います。

その際にはどうぞよろしくお願い致します。

と言うほど僕もまだわかっていないのでみんなで
やっていきましょう。

5月9日のたかが半日間だけのことですが、既に今年
度の初めの数か月前から動き出しているイベントです。

特に中心であります戸田会員、金森会長エレクトを
盛り立てて全員で絶対に成功させましょう。



２０１９-２０ ＲＯＴＡＲＹ ＤＡＹ　当日役割分担（案）

▲お誕生日のお祝い：左より丸山 澄高会員・辻 義光会員・北口 竜輔会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より辻 義光会員・岡本 啓吾会員・
　木村 眞敏会長

小原 理恵（こはら りえ） 会員
ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ

司会・進行

基調講演CD

ソング

出席報告

会場設営・案内

受付

地区関係者アテンド

撮影

檜皮

高島

上瀬

村木

木村・安達・前田・満村・岡本・上山・吉田・山本・西田・北村（薫）・下岡

嶽下・藤本・井本・北口・上瀬・佐賀野・小林・丸山・ 村木・植屋・杉村・小原　

高島・北村（讓）・福田・早瀬・村橋

辻（一）・梅原

進行補佐／辻（義）・杉村（進行確認、他）

進行補佐／栗山・杉村

パネリスト：遠山 祐司（都島医師会会長：耳鼻咽
喉科医）・戸田 佳孝・金森 市造
（敬称略）

7. 実行委員会

福田委員長・辻義光副委員長・檜皮副委員長・
村上委員・杉村委員
アドバイザー：高島 凱夫



ニコニコBOX9
1

●出席報告
会員数 37名 国内ビジター 0名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 32名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 88.88 %
12月5日の修正出席率 85.71 %

●メイクアップ
上山 英雄 12月13日 地区大会フレッシュ
  ロータリアン昼食会

木村：おめでとうございます。

金森：新年あけましておめでとうございます。

辻（一）：明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

辻（義）：今年もどうぞよろしくお願いいたします。

井本：新年おめでとうございます。年末に体調を崩し

ましたが元気に新年を迎えました。

酒は控えています。

下岡：おめでとうございます。

吉田：ニコニコ

早瀬：謹賀新年。ニコニコ

山本：明けましておめでとうございます。

小原さんを迎えて　ニコニコ

高島：今年もどうぞよろしくお願いいたします。

嶽下：明けましておめでとうございます。

本日新入会員入会式です。小原さんおめでとう

ございます。

北村（讓）：おめでとうございます。。今年もどうぞよろ

しくお願いします。

前田：明けましておめでとうございます。新年早々欠

席すみません。

村上：本年もどうぞよろしくお願いいたします。ニコニコ

上山：明けましておめでとうございます。

年末1000円札の番号をあてたのは驚きました。

村橋：新年あけましておめでとうございます。

西田：明けましておめでとうございます。本年もどうぞ

よろしくお願いいたします。ニコニコ

戸田：明けましておめでとうございます。

湿布のメンソールに騙されてはいけません。

栗山：明けましておめでとうございます。本年もどうぞ

よろしくお願いいたします。

丸山：旧年中は大変お世話になりました。本年もどう

ぞよろしくお願いいたします。

杉村：今年もどうぞよろしくお願いします！！

本日合計 : ￥55,000

累　計 : ￥806,500

本日のメニュー

・ベーコンと野菜のキッシュ　トマトマリネ添え
・舌平目のクッション　帆立貝　小海老添え　彩野菜

香草オイルとヴァンブランソース
・ポークパストラミーとチーズのサラダ、コーヒー、パン


