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2020年3月5日
ー
本日のプログラム
■臨時休会
※次週3月12日（木）の例会は臨時休会、
3月19日
（木）の例会は休会です。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 3/26 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
■第2回 ノミニー理事会
11：30〜
■第10回 4月度理事会
13：40〜

この前の2月23日は、天皇誕生日でしたが、
コロナウィルスの為、一般
参賀が中止になったのは残念でした。
ところで、天皇が天皇と呼ばれるようになったのは、いつからからか
ご存知ですか。天皇はもともと
「大君」
「すめらみこと」
と言われていた
のですが、ある有名な歴史的事実によって、天皇と呼ばれるように
なったのです。
それは、聖徳太子が隋の煬帝に送ったあの有名な国書です。
「日出づ
る処の天子、書を、
日没するところの天子に致す、恙無き哉」
という国

幹事報告 (2/27)
2019-20年度第1281回（第31回例会）

幹事 安達 昌弘

書です。
これを見た隋の煬帝が激怒したといわれますが、煬
帝は、一体、
どの部分に激怒したのでしょうか。
激怒した部分は、
「天子が天子に書をいたす」
という部
分で、
双方の天子が対等に記載されている部分です。
当時中国は冊封体制の国であり、朝貢してきた周辺
国に対し、官号、爵位を与えて君臣関係を結んでいま
した。君主国と従属国の関係なのです。
ところが、先
ほどの文書は、従属関係ではなく対等関係の文書で
あり、冊封体制の秩序を破壊する文書なのです。
そこで、太子は、608年の国書においては、工夫して
「東の天皇、つつしみて、西の皇帝にもうす」
という文
書を送ったのですが、
これが外交文書で
「天皇」が用
いられた最初の例で、
これをもって天皇号の成立時
期とするのが通説である。
ところで、天皇の「天」は、
北極星のことであり、宇宙の中心という意味を持って
おり、皇帝に対し、従属的な意味を持っておらない。
※煬帝が激怒した部分は、
「 日いずるところ（天
子）、日没するところ（天子）」
という部分ではな

■新型コロナウイルスの影響を鑑み、他クラブの動
きも参考に中之島ロータリークラブとしての立場
を明確にする為、緊急理事会を開催致します。
本日例会後に理事、役員はこの場所に必ず集合し
てください。
■本日の卓話は辻 義光会員の担当です。
辻さんの会社の自転車チームの安原監督に楽し
い話を期待しております。
尚、本日の午後4時からは天満橋RCさんから大阪
天満宮の観梅の会にお誘いを受けております。
皆さん出来ましたらご参加の方お願い致します。
■来週の卓話の時間には、北村ガバナー補佐をお迎
えしての第3回クラブ協議会が開かれます。
皆さん休まないようにお願い致します。
ただ、僕はどうしてもの仕事で休ませて頂きます。
代わりを藤本直前幹事にお願いしておりますので
よろしくお願い致します。
■第2週は、山本会員の卓話です。

い。上記、
日没するところの意味は、熱心な仏教

よろしくお願い致します。

信者であり、
その擁護者である煬帝に、
日没する

第3週（3月19日）は、休会になっておりますので間

ところ、すなわち、西方浄土の天子と呼び掛けて

違われないように。

いるところであり、
この部分は、見下しているとこ

ただ、その例会休会の次の日の20日（祝）は三世

ろではなく、聖徳太子が仏教者として称賛してい

代合同奉仕事業で、天満橋RCさんが支援している

る部分なのです。

児童院の子供たちを琵琶湖のクルージングに連れ

※聖徳太子が、隋との対等関係を維持するため
に、煬帝を怒らせるような上記文書を送ったの
ですが、逆に、隋の怒りを買って、攻めてこられる
心配はなかったのであろうか。逆にこの時期、隋

て行く日であります。
中之島RCからは今のところ10名くらいの参加の予
定です。
■そして、第4週の3月26日
（木）は2年に1回の太閤

は高句麗との死闘を繰り広げていたので、隋は、

園3クラブの合同の夜例会の予定です。

日本が敵に回って高句麗の味方になることを恐

2年に1回のこの懇親会ですが今回のホストクラブ

れていた。太子は、上記事情も考慮して上記文

は中之島RCであります。梅原親睦委員長が頑張っ

書を送ったのである。

ておられますので出席の程よろしくお願い致します。

自転車とオリンピックについて

担当：辻 義光 会員

講師：チーム・マトリックスパワータグ監督

安原 昌弘 様

私は自転車競技（ロードレース、
ポイントレースなど）

レースは楽勝、96年アトランタオリンピックの日本代

のプロ選手を経験したのち、
レーシングチーム「マト

表となりました。

リックスパワータグ」
の監督を2006年より行っています。

その頃活躍していたのは柔道の田村亮子選手、野村

今日はオリンピックの自転車競技代表選手の選考に

選手でした。自分が決勝戦走る同じ日に女子マラソ

ついて話をしたいと思います。
まず自転車競技の特

ンの有森裕子選手が銅メダル獲得等ありました。

異性で競技会では実力差があっても強い選手が格

自分はというと残念ながらゾーンには入れず、
メダリ

下の選手より着順が下がってしまうことが少なからず
あります。
そのため実力のある選手が選ばれるように
一回の大会だけで決めず、
日本の競技連盟主催の選
考合宿などで実力を図るなどして、代表選手を選考
するやり方が主流でした。
しかし自分が最後のオリン
ピック参加のチャンスの時、運悪くそれがありません
でした。
自分とオリンピックの結びつきは、1980年で初めて
オリンピック選考会を目の当たりにした時です。84年
ロスオリンピックでは最終選考まで残るも落選。88年
も惜しくも落選、92年はプロ転校していたため不参
加となり、96年からプロ参加が可能になったことで再
度挑戦しました。95年オリンピックに参加するための
オリンピック代表枠（アジア選手権優勝で一枠）
を自
ら獲得しました。
しかしその一枠を得るためには再度
日本国内の選考会で優勝しなければなりません。
そのレースではスタート前の生涯忘れ得ぬほどの緊
張を経験しました。
しかしスタート後は絶好調で、いわゆるゾーンに入る
（いくら追い込んでも呼吸が楽、周りの状況がすべて
手に取るようにわかり、他選手の走りが全て予想でき、
かつ思うように走れて楽しい）状態となり、国内選考

ストになってTV出演などで稼ごうなどと不純な考え
が頭をよぎるなどした結果、決勝15位という誰にも
相手にされないような成績でありました。
後進の選手にはオリンピック代表を目指すのではな
くメダリストを目指すような選手になれと、
アドバイス
しています。
この場をお借りしまして、次回、あるいはその次のオ
リンピックにはマトリックスチーム所属の選手が、日
本代表選手として参加することをお約束します。
ありがとうございました。

米山奨学生

米山奨学生 劉 文婷（リュウ ウェンティン）

皆様

研究を進めて参りたいと思います。

こんにちは。

口頭試問が終わり、あっという間に留学生活が残り

おかげさまで、先週に修論の口頭試問が無事に終了

僅かとなってしまったことに気がつきました。時が経

いたしました。

つのがはやいと感じ、寂しい気持ちになってしまいま

審査を行う先生方から、修論に関する様々な貴重な

した。

意見を聞かせていただきました。
そして、今回の修論

大変お世話になりまして、誠にありがとうございます。

を基礎にして、日本語と中国語の研究書を刊行する

あと一ヶ月あまり、引き続きご指導を賜りますようお

という期待が寄せられています。
修論が認められるようになり、恐縮ながら、
これから
先生方の期待に沿って、
日本語と中国語を合わせる

願い申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。

3月のお祝い
Congratulations!

本日のメニュー

●誕生日
栗山 博道 ［ 7 日］
福田 忠博 ［12日］
藤本 淳司 ［20日］
吉田

了 ［29日］

●事業所設立記念
吉田

了

丸住株式会社［昭和33年］

梅原 一樹

株式会社スタジオ：リム［昭和43年］

早瀬 道圓

株式会社ケーホウ
［昭和46年］

檜皮 悦子

檜皮商事有限会社［平成 3 年］

上瀬

匠

株式会社プレジール［平成19年］

●結婚記念日
井本 万尋 ［ 2 日］
藤本 淳司 ［ 7 日］
北村

讓 ［31日］

ライトミール
ちらし寿司

小鉢

香の物

味噌汁 コーヒー

緊急理事会議事録
日 時：2020年2月27日
（木） 13：30〜13：40
場

所：太閤園

2F

エメラルドルーム

参加者：木村・金森・辻（一）
・西田・藤本・村橋・北村（薫）
・井本・下岡・辻（義）
・梅原・岡本・村上・安達
以上14名全員出席（敬称略）

【審議事項】
新型コロナウイルス関連による影響の為、下記の件す
べて緊急理事会において承認されました。
1. 次週3月5日
（木）
、次々週3月12日
（木）の例会を休

2. 3月26日
（木）に予定している
「太閤園3RC合同懇
親会」→夜例会は中止。
これを昼の通常例会に変
更する。
3. なお、
この日は午前11時30分より第2回ノミニー

会とする。
なお、19日
（木）は当初より休会。

理事会、12時30分より例会、例会後の13時40分
より4月度理事会を開催する。

2

27

ニコニコBOX

木村：安原様、卓話よろしくお願いいたします。
辻（一）
：コロナウイルス対策されていますか？皆さん
大変ですね。
辻（義）
：本日卓話です。
よろしくお願いいたします。
井本：辻さん、安原さん本日卓話楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。
下岡：アンケートのご協力 御礼！
吉田：ニコニコ

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

37名
5名
1名
30名
6名

出席率
2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

1名
0名
1名
1名

83.33 %
83.33 %

●本日のビジター
大阪城北RC

岡 新之助 様

嶽下：本日の卓話、辻義光さん、楽しみです。
北村（讓）
：新型コロナウィルが早く落ち着きますように！
前田：本日は何も書くことがありません。ニコニコ
村上：辻義光会員、卓話楽しみにしています。ニコニコ
上山：コロナ早く終わってほしいですね。
戸田：辻義光さん、卓話楽しみにしています。
小原：卓話楽しみにしています。

●本日のゲスト
辻義光会員ご紹介／ゲストスピーカー
安原 昌弘 様
米山奨学生
劉 文婷 様

●メイクアップ
檜皮 悦子 2 月 6 日
上瀬 匠 2 月 6 日

藤本：辻義光会員、安原様、卓話よろしくお願いいたし

北村

ます。

本日合計 : ￥29,000
累

計 : ￥1,028,500

薫 2 月 6日

大阪天満橋RC
フレッシュロータリアン
委員会
瀬戸田RC

