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前回の例会 

 2020年 2月 28日(金)第 1874回 

卓 話 「 国際奉仕フォーラム 」 

卓話者  綿谷 伸一 国際奉仕委員長 

今週の歌  「それでこそロータリー」 

     「堺北ＲＣの歌」 

     「兎のダンス」 

お客様紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇ロータリー財団 表彰 

 城岡陽志会員(ポールハリスフェロー③) 

 木畑 清会員(ポールハリスフェロー②) 

 平野祥之会員(ポールハリスフェロー) 

 

 

 

 

 

下記例会は定款第 7条第 1節（ｄ）（3）の規

定により臨時休会いたしました。 

・3月 6日(金)「出羽海部屋ちゃんこ例会」 

・3月 13日(金) 通常例会 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2020年 3月 27日第 1874号 

 

 2020年 3月 27日(金)第 1875回 

卓 話 「伊能忠敬 

     日本全体の地図を最初に作った人」  

卓話者  坂田 兼則 会員 

今週の歌  「君が代」「 奉仕の理想 」 

     「バースデーソング」 

お客様紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い（３月度）  

  北側一雄会員(2日) 藤永 華恵様(17日)  

〇結婚記念祝い（３月度）  

  藤永 誉会員(17日) 澤井久和会員(27日) 

○皆出席表彰（３月度） 

  笹山悦夫会員（第７回） 

 

 

 

2019-20年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国・ディケーターRC） 

本日の例会 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 
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例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  
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創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2020年 4月 3日(金)第 1876回 

卓 話 「 ロータリー雑誌フォーラム 」 

卓話者  米澤 邦明 広報委員長 

＜2月28日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           29名 
出席会員           18名 
欠席会員             11名 

    ゲスト            0名 
    ビジター           0名 
 2月7日(金)の出席率     96.55％ 
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会長 木畑 清 

 

 前回は会長の時間の卓話がなか

ったので、新田 均 氏（皇學館大教

授）の講義を載せさせていただき

ます。 

 

 

 

伝統的な男系継承の意義は 

古代人は「男系」＝「祭り主」 

皇學館大学現代日本社会学部教授 

新田 均 氏 

 日本には「血筋」に関して２つの考え方がある。

１つは「父親の父親の父親…」という具合に先祖

を遡って意識する“氏”という考え方。そして父

母とのつながりを意識する“家”という考え方だ。

憲法の皇位の「世襲」は前者のことだが、現代人

は後者の感覚で捉えている。このギャップが「女

系が皇位を継いでも問題ない」という意見が出て

くる原因となっている。   

 古代人は父系（男系）によって「祭り主の血筋」

が伝わると考えた。記紀（「古事記」と「日本書紀」）

には天皇が祈っても治まらなかった疫病が、大物

主の男系子孫が祈ったところ治まったという話

がある。古代の感覚では神との父系のつながりが

なければ祭り主としての資格は持ち得なかった。

ゆえに天皇の祖先祭祀も皇統という父系以外は

務まらないと考えられてきた。 

 父系でつながる旧宮家の人々も祭祀を担う資

格を持っている。注目すべきは彼らが 70 年前ま

では皇位継承資格を有していたことだ。皇籍離脱

を強いられる前に何らかの理由で皇位を継承し

ていたとしても、文句をいう人はいないだろう。

一方、後者のつながりを意識する考え方は中世に

生まれた。武士の世は実力社会。息子が無能なら、

娘に有能な男を妻合わせて家を継がせることも

あった。 

 2 つの血筋の概念は近世まで同居していたが、

明治期に欧米の近代的な戸籍制度が導入された

結果、日本人は、“家”のみを意識するようになり、

皇室を除いて“氏”の概念は消え去っていった。

これがわれわれが父系継承の意味を理解できな

くなった最大の理由だ。 

 「国民主権の時代だから国民感情にしたがって

父系でなくてもいい」という主張にくみすれば、

次は「天皇にも信教の自由がある。祭り主じゃな

くてもいい」、最後は「もう国民と変わらないから

天皇はいらない」ということになるだろう。女系

容認は「天皇解消」への一里塚であり、それゆえ

に共産党も賛成しているのではないか。 

 古代の人々が祭り主として父系を重視した理

由ははっきりとは分からない。現代人は「何事も

理由が明確でなければならない」と思い込んでい

るが、理性は万能ではない。神秘のベールにつつ

まれた「特別な存在」だからこそ皇室なのだ。 

 

「平成の時代を振り返って №.16」 

平成 15年 

1月 小泉首相、3回目の靖国神社参拝 

3月 宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」がアカデ 

  ミー賞受賞 

4月 六本木ヒルズ完成 

5月 個人情報保護法成立 

6月 「高齢社会白書」で 75歳以上の＜後期高齢 

   者＞が 1000万人突破 

9月 安倍晋三幹事長 

11月 足利銀行が債務超過で経営破綻 

12月 米で初の BSEの牛発見。米産牛肉輸入全面 

   停止 

国外 

2月 盧武鉉 韓国大統領に就任  

3月 中国国家主席に胡錦濤共産党総書記 

  首相に温家宝選出 

4月 イラク戦争開始。フセイン独裁政権崩壊 

5月 ブッシュ米大統領 戦闘終結宣言 

6月 エビアン・サミット開催 

11月 イラクで日本人外交官ら 3人が殺害される 

 

 

  

 

「国際奉仕フォーラム」 

国際奉仕委員長 綿谷 伸一 

 

 今年度で第１０回目となりまし

た国際奉仕タイ浄水器設置寄贈を

2020 年 2 月 10 日(月)～13 日(木)

まで国際奉仕活動といたしまして

タイ小学校に下記の要領にて行い

ました。 

当初参加者は 4名の予定でありましたが、コロナ

会長の時間  

卓 話 



- 3 - 

 

ウイルスの影響により池永会員が代表として参

加しました。 

2月 11日(火)今回は 2校に浄水器を提供。1校目

は「Kanchanapisec Sompach School」。特別支援学

校でダウン症児、難聴児や学習障がい児を対象に

した学校です。児童数 100人程度の小規模校。 

2校目は「Wat Hongpatummavas School」。児童数

千人を超える大規模校です。 

終了後、ノンケームＲＣ、ロイエットＲＣ、友好

クラブ継続調印式も行いました。 

次年度、堺北ＲＣ40周年記念事業として、ロータ

リー財団グローバル補助金を利用し（30,000米ド

ル）バンコクに近いノンタリー県のバンカ病院に、

分娩室用の医療機器寄贈のプロジェクトを計画

中です。 

今後も浄水器寄贈を軸として継続していきたい

と思います。 

 

浄水器設置プロジェクト 

【目的】 

 汚染された飲み水の問題に直面しているタイ 

 の学校へ浄水器を設置し、継続したメンテナン 

 スを行うことで、地域社会の衛生環境及び経 

 済の発展を助け、母子の健康を守る事を目的と 

 する。 

【基本条件】 

〈概要〉設置を希望する学校からアンケートを集 

  め、水質検査を行った上で支援校を設定する。 

  支援クラブと弊クラブにて浄水器を用意し、 

  支援校へ設置を行う。  

〈条件〉浄水器委員会主導で水質検査を行い、設 

  置を希望する学校は浄水器を設置するため 

  の小屋（屋根と土台）を作るものとする。設 

  置を希望する学校は設置業者による浄水器 

  の取り扱いとメンテナンスの方法を適任者 

  へ訓練しなければならない。 

〈費用〉1台あたり約１５万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 互輪会実行委員会 

「互輪会 延期のお知らせ」 

実行委員長 綿谷 伸一 

 

 新型コロナウイルス感染拡大とい

う前例が無いこの事態にホストクラ

ブとして「互輪会」を予定通り開催す

るか否か困惑しておりましたところ、

各クラブへ開催の是非を問うアンケ

ートをお願いしました。そこで各ク

ラブよりホストクラブへのご配慮くださる意見も

お寄せいただき、結果、残念ではありますが、今月

の開催は見送り、下記の通り５月に延期させていた

だきたくことになりました。 

この頃には新型コロナウイルス感染症に対してあ

る程度落ち着いていることを期待したいと思いま

す。延期は下記の通りです。 

記 

 ３月２４日（火）互輪会 → 中 止  

 

延 期 → ５月１２日（火） 於：天野山 CC 

 

延期されてもホストは変わりありませんので、5 月

12日（火）もご協力のほどお願いいたします。 

 

 

会員増強委員会 

「拡大例会 中止のお知らせ」 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

  

 4月 10日（金）に予定しておりま

した「ロータリーデー・拡大例会」

ですが、新型コロナウイルスの収束

に見通しがつかない状況ですので、

残念ではございますが、今回は中止

とさせていただきます。 

既にご友人、お知り合いの方をお誘いいただきご予

定くださっていた会員の皆様には大変恐縮ですが、

次回開催の際には、お越しいただけますよう、お伝

えください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

委員会報告 

 

時間 
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木畑 清会員 息子の教えているサッカークラ 

       ブがスポーツデポカップ第3回大 

       阪4年生サッカー大会で初優勝し 

       ました。 

池田茂雄会員 生まれて8回目の当たり年、子年、 

       84歳になりました。 

       これからも頑張ります。 

城岡陽志会員 社員旅行で台湾へのキャンセル 

       900万。展示会キャンセル 200万。 

       コロナウイルスのおかげで踏ん 

       だり蹴ったり。挙句に不景気にな 

       る・・・ 

             合計１０，０００円 

 

 

 

（１）新型コロナウイルスの影響により下記例会 

  休会・行事中止されました 

・3月 2日（月）堺警察署「堺区から特殊詐欺押 

  し出汁！！」 キャンペーン → 延 期 

・3月 6日（金）「出羽海部屋ちゃんこ例会」 

  →休会（定款第7条第1節(d)(3)の規定により） 

・3月 8日（日）仁徳天皇陵清掃活動 → 中 止 

・3月 13日（金） 通常例会 

  →休会（定款第7条第1節(d)(3)の規定により） 

・3月 24日（火）堺 9RC互輪会（ホスト） 

 →中止 5月 12日（火）へ延 期 

・3月 29日（日）親睦家族旅行 →中 止 

 よって 3月 27日（金）通常例会へ変更 

（２）RI日本事務局より 

  2020年ロータリー国際大会中止のお知らせ 

 新型コロナウイルス（COVID-19）による脅威が 

 続いていることを受け、この度、2020年 6月 6 

 ～10日に開催予定だったロータリー国際大会 

 が中止となりましたことをお知らせいたしま 

 す。  

 今年度に大会を開催できないのは誠に残念で 

 すが、出席者や関係者の皆さまの健康を守るた 

 めに必要な決定であることをご理解いただけ 

 れば幸いです。 

 現時点では、皆さまの登録、チケット、ホテル 

 予約のキャンセルについて RI登録業務部に直 

 接問い合わせの連絡をしないようお願いいた 

 します。 

（３）地区 新型コロナウイルスの対応について 

【クラブに関する事がらについて】    

 ①例会の開催、出席等に関する事がらは、各クラ 

 ブの判断に一任する。 

【各分区で開催する事がらについて】 

 ① 府県市町村の指針を参考にホストクラブの 

 判断に一任する。 

【地区に関する事がらについて】  現在、事業計 

 画書が出ている行事について 

 ① 青少年関連の行事等は当面の間中止または 

 延期とする。 

 ② 今後、不特定の市民が関係する行事は中止と   

 する。  

 ③ PETS・地区研修協議会については、次の対策 

 をした上開催する。 

・ ご来場時にはマスクの着用・手洗い並びに会 

 場設置の消毒用アルコールのご利用をお願い 

 します。  

・ ご来場前に充分な体調チェックをお願いし、特 

 に高熱や咳など風邪のような症状がある場合 

 には、参加をお控えいただけますようお願いし 

 ます。 

（４）受動喫煙防止条例の成立に伴い 4月 1日よ 

 り天兆閣別館館内禁煙となります 

 ご愛煙家の皆様は天兆閣別館2階エレベーター 

 前「無藎亭」正面入り口前（屋外）の喫煙所を 

 ご利用ください。 

  

ＳＡＡ報告（2月 28日） 

幹事報告 

城岡陽志会員(ポールハリスフェロー③) 

ロータリー財団 表彰 
 木畑 清会員(ポールハリスフェロー②) 

平野祥之会員(ポールハリスフェロー) 


