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前回の例会 

 2022年 12月 2日(金)第 1975回 

卓 話 「鳥羽・志摩の海女 パートⅡ」 

卓話者    永富 久紀 会員 

今週の歌  「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

      「 バースデーソング 」 

お客様の紹介・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（12月度） 

 泉谷一郎会員(4日) 

 塩見直子様(3日) 嶽盛幸子様(25日) 

 澤井ふみ様(30日) 

〇結婚記念祝い（12月度） 

 泉谷一郎会員(4日)  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2022年 12月 9日 第 1975号 

 

 2022年 12月 9日(金)第 1976回 

卓 話 「 ウィズＤＭ 」 

卓話者  前米山奨学生 陳
チャン

 敏
マン

彪
ピウ

 様   

今週の歌  「 四つのテスト 」 

      「 リンゴの唄 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰（12 月度） 

該当者なし  

 

2022-23年度 国際ロータリーのテーマ 

       「 イマジン ロータリー」 

  国際ロータリー会長 ジェニファーE・ジョーンズ（カナダ・ウインザーローズランドRC） 

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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

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）  

ガバナー(第2640地区)  ： 森本芳宣 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/morimoto/  

E-mail ： morimoto@rid2640g.com 

会長：塩見 守  幹事：澤井久和  広報委員長：池田茂雄  編集者：池田茂雄 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

 2022年 12月 16日(金)第 1977回 

卓 話 「 上半期を顧みて 」 

卓話者  会長 塩見 守   

本日の例会 

 

時間 

 

次回の例会 

 

時間 

 

＜12月2日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            15名 
欠席会員                     14名 

    ゲスト                        1名 
    ビジター                      2名 

    今週の歌「リンゴの唄」 

赤いリンゴに くちびる寄せて 

だまって見ている 青い空 

リンゴは何にも いわないけれど 

リンゴの気持ちはよくわかる 

リンゴ可愛いや 可愛いやリンゴ 
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「鳥羽・志摩の海女 パートⅡ」 

会員 永富 久紀 

 

1. 海女の歴史 

海女はいつ頃からいるのでしょう

か? 

日本列島には 5 千年くらい前、縄

文時代の中頃にはすでに海女のい

た痕跡が見られます。3 千年以前と推定される鳥

羽市浦村の白浜遺跡からは大量のアワビ殻とと

もに鹿角製のアワビオコシが発掘されています

からきっと海女がいたことでしょう。 

また、天平 17 (745) 年の年号が記された木簡が

奈良の平城宮跡から出土し、志摩国名(な)錐(き

り) (波切)からアワビが送られた記録があり、海

女存在が推測されます。 

万葉集にも女性のあまを歌った作がありますが、 

文献にあらわれる最も古い志摩の国の記録は延

喜式(えんぎしき) (927)年にあって『志摩の国の

海産物をお供えする潜女(かつぎめ)は 30 人であ

る。その潜女には衣服の代金として伊勢の国の

税から稲束を与える』と記されているのが最初

です。 

また、この地方では伊勢神宮と海女との関係も

古くからあり、伊勢へ天照大神をお祀りした倭

(やまと)姫(ひめの)命(みこと)が、 神さまの食

べものを探して鳥羽市の国崎(くざき)へ来たと

ころ、オペンという海女に出会い、以後、国崎

から神宮へアワビを奉納することになったとい

う言い伝えがあり、その伝統は今も受け継がれ

ています。 

 

2. 神宮と海女 

伊勢神宮は神話によると大和の国から倭(やま

と)姫(ひめの)命(みこと)が理想の地を探して旅

をしていたときに「常世の敷波寄せる国なので

ここにいたい」と天照大神が言われたので、伊

勢に祀られたとされています。伊勢とそれに続

く志摩の国は御食(みけつ)の国といわれ、豊か

な魚介藻類に恵まれ、神に捧げる食事、神饌(し

んせん)を四季ににぎわす海のくにです。 

神に捧げる食事には、鳥羽、志摩の海の恵みが

あふれています。伊勢神宮の最も重要とされる

三つのお祭りを三節祭といいますが、 そのうち

秋の新嘗祭(にいなめさい)は天皇が新米を伊勢

神宮にお供えする行事です。白木の机に神饌が

順に並べられ、海女と海人のとる魚介が大きな

役割を果たしています。 

 

※ノシアワビ 

アワビは古代から不老長寿の妙薬と考えられ、

神さまが好んでお食になったとされています。

いまでも神さまへの捧げものとして大切にされ

ています。 

古代以降、伊勢神宮の大切な神饌であるアワビ

とノシアワビは、鳥羽市国崎から献上され続け、

今も国崎の人々の奉仕で古式にしたがって調製

されています。ノシアワビを作るために使われ

る生アワビは年間4000~4500個。 国崎の人々と海

女は伊勢神宮へ差し上げるノシアワビを絶やさ

ないように特別な規約をつくってアワビ資源を

守り続けています。 

 

3. 海女の不思議 

今日では、あまといえば女性だと思われていま

すし、たしかに鳥羽・ 志摩地方では海女が圧倒

的に多いようです。 

では、あまはどうして 「女」 なのでしょうか? 

3つの代表的な説があります。 

① 女性は男性と比べて、皮下脂肪が多く、寒さ 

に長く耐えられる 

② 漁業が発達するにしたがって、男は次第に大 

量な漁獲を求めて沖の漁場へ出ていくように 

なり、磯でする潜水漁業は自然に女の海女が 

するようになった 

③ 朝廷や神宮へ神饌としてアワビを奉る神聖な 

役割は、とくに女性が果たしていた 

あなたはどの説だと思いますか? 

古い時代のあまが女性であったのか男性であっ

たのか、女性のあまがすでに平安時代にはいた

ことは文章にもありますが、男性のあまとどれ

ぐらいの割合であったかはわかっていません。 

古い文献にはあまを表す文字がたくさんありま

す。海士(あま)、白水郎(あま)は男性でしょうが、

卓  話 

 

時間 
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海人はどちらかわかりません。潜女(かづきめ)

は女性でしょう。今、ふつうに使われている

「海女」と漢字で表現されるようになったのは、

明治期になってからです。 

さて、 海女はどこにいるのでしょうか? 

鳥羽・志摩地方をはじめとして、千葉県の南房

総、静岡県の伊豆、徳島県の阿部、山口県の大

浦、福岡県の鐘崎、長崎県対馬の曲(まがり)、

福井県の雄(お)島(しま)、石川県の舳(へ)倉島

(ぐらじま)などが、あま漁の盛んなところとし

て知られています。 

世界的にみると、 海士(おとこあま)は中国南部

やマレー、 太平洋地域などに多くいますが、海

女は韓国の済州島にいるほかにはほとんどみら

れ ません。 

 

4. 海女の風習 

海はたくさんの自然の恵みを海女たちにもたら

してくれます。しかし、その恵みを得るための

作業、つまり潜る作業は一つ間違えれば死と隣

り合わせの危険にあふれています。 

災いから身を守ろうと海女たちは昔から多様な

信仰や独特な風習がありました。 

 

※魔除けのまじない 

潜水作業中に海女たちは魔物に出くわすことが

あるという。そんな時の魔除けに海女はまじな

いを磯テヌグイや磯ノミをつけています。海女

たちが迷信深いせいもありますが、海の底、一

人で仕事をするというその過酷さゆえでしょう。 

 

※セーマン・ドーマン 

磯テヌグイや襦袢など星形の印(セーマン)と格

子状の印(ドーマン)が貝紫で染めたり、黒糸で

刺しゅうされているのを見かけます。海女たち

が危険や怪奇現象から身を守ろうというまじな

いです。セーマン・ドーマンが並んだもの、上

下になったもの、またセーマンだけのものなど

鳥羽・志摩の地区ごとでそのデザインに違いが

あります。 

星形は一筆書きで元の位置に戻り、はじめも終

わりもないことから魔物が入り込む余地がない。

格子は多くの目で魔物を見張るとも、出入口が

わからず物が入りにくいともいわれています。

また、陰陽道と関係するともいわれ、セーマン

は安倍晴明、ドーマンは芦屋道満の名に由来す

るともいわれています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. 海女と文芸 

白い磯着に身を包み、海に潜る海女。海に生き

る女性のたくましくもあり、また健康な姿や謎

めいた生き様をモチーフに古くから様々な文芸

作品に取り上げられています。 

 

※三重県の神島を舞台にした「潮騒」 

作家の三島由紀夫は昭和 28 年に鳥羽市の神島を

訪問。当時の漁業組合長宅に逗留し、執筆をは

じめたのが小説 「潮騒」 です。 

「潮騒」 は島の漁師新司と海女の初江との純愛

ものがたりです。翌年には映画化され、 初江役

は青山京子が、10年後の昭和 39年には吉永小百

合、その後山口百恵などが演じてさわやかな海

女のイメージが全国に広がりました。 

最後に、 女性の海女は世界広しといえど日本列

島と韓国の済州島のみに存在します。現在、海

女を世界文化遺産に登録しようという動きがあ

り、海女を「文化」として再評価し、海女の伝

統的な価値を保存する必要性を訴えています。 

(日本、韓国とも) 

※2016 年韓国の「済州海女文化」は無形文化遺

産に登録 

 

 

 

 

 

 

 

 
絵：永富会員 
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副会長 畑中 一辰 

 

本日、代理で会長の時間を務め

させて頂きます。初めての事で何

を話せば良いのか分かりませんが

「私の仕事と遊び 」 について少

しお話をさせて頂きます。 

仕事については一応一所懸命行っているつもり

ですが、遊びに対しては常に全力で神経を集中

して遊んで います。 

会社のスローガンは「楽しくなければ仕事じゃ

ない」と楽しく仕事を出来る環境作りを目指し

ているつもりです。 

中小企業の大きな問題は社員が集まらないで

す。 

やっと、入社 しても 3 か月で退社、3 年未満で

退社と人材の確保が難しく何か良い方法が無い

かと思案した結果 をお話させて頂きます。 

ビズ〇ーチ等の人材サービスについては一切考

えなかった理由は、転職サイトで入ってくる人

は常に転職サイトを見て条件が良ければ別の会

社へ行く人や出来の悪い人が多すぎました。 

人材の確保と辞めない社員作り の為行った事

は、スポーツの応援とサポーター及びスポンサ

ーになる事でした。 

人材確保では、堺シュライクス(以前にここで卓

話されたチーム )1 年で約 20 名退団すると聞い

ていましたので、一番安いスポ ンサーになり、

退団する人を就職斡旋で面接に来るようにお願

いした所、昨年 1 名面接、これは横浜タイヤに

負けて入社せずでしたが、今年 は サカイ引越

センターに勝って弊社に入社してくれました。 

又、貝塚のリガール少年サッカーチームフット

サルは大学生のスポンサーに年間 5万円で引き

受けました所、昨年 1名今年 2 名の入社を実現

し、3 名とも元気で働いてくれています。 

又、優秀な人材、米山のオアンちゃんも来年大

学卒業で、4 月から入社予定です。 

和泉市テクノステージの女子サッカーのスポン

サーも行っておりますが、ここからも毎年 1 2 

名入社するのですが、移籍すると会社も辞める

ので今年から見合わせています。 

こんな事をして新しい人材確保を常に行ってい

ます。 

人材難の会社様は、転職サイトに多額なお金を

払うのならスポンサー契約をお勧めします。 

 

長続きさせるための会社改革 

軟式野球部の結成に始まり、甲子園球場の年間

指定席、大阪エベッサの年間シート等、社員が

楽しめる環境を作っています。 

最後に弊社のレクレーションを紹介しておきま

す。 

１．8月夏休みの祝日夏休みの祝日に子供参観日

を実施しています。これはお父さんの働いてい

る会社を子供たちに見てもらおうと言う計画で

す。 

昨年は約 20名の子供の参加がありました（北村

さん所の御子息も見学に来られました） 

２．年末子供餅つき大会 

昨年から実施しこれも 20名程度の参加がありま

した（藤永さん所の息子さんも参加されまし

た） 

３．コロナで皆さんが自重していると思われ

る、忘年会や慰安旅行忘年会や慰安旅行は、特

別盛大に開催しています。 

特に昨年の忘年会はコロナの真っ最中でしたの

で自由参加としましたが、参加人数が社員の半

分程度でしたので結婚式場を借り切って通常の

２倍の料金の最高級な料理で出来た。参加した

社員は大喜びでした。 

今年は昨年の事を聞いているのか？参加人数が

多くなっています。 

これも又嬉しい事です。 

４．年始お年玉 

大株主から小学生 6年迄の子供に毎年お年玉を

配っております。 

これは奥さん受けがとても良いです。社長宛に

子供さんからお礼の手紙を貰うととても嬉しい

ですね。 

「楽しくなければ仕事じゃない」 

と頑張っております。 

これからは、会長の時間をする事は無いと願っ

ております。 

会長の時間 
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変な会長の時間でしたがこれで会長の時間を終

わらせて頂きます。 

 

 

 

広報委員会                              

広報委員長 池田 茂雄 

 

11 年前に「第一回・子ども囲碁フ

ェスタ・堺」を開催して以来、今ま

でに Aクラスに参加して頂いた 50数

名の中から 4 人目の囲碁プロ棋士誕

生のニユースをロータリーの友誌に投稿してお

りました。 青少年育成と言うとてもすばらしい

活動ということで、「ロータリーの友・明年 1 月

号・友愛の広場」に掲載されることになりまし

た。おめでとうございます。お楽しみください。

今年1月号には3人のプロ棋士誕生のニュースを

掲載して頂きました。 

 

 

ホームページ委員会 

ホームページ用 

  「お正月 集合写真」 撮影のご案内 

 ホームページ委員長  坂田兼則 

 

当クラブホームページの「お正月

ご挨拶」用としての「集合写真」を、

下記により撮影いたしたく、ご出席、

ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

記 

日 時   令和 4年12月 16日(金)  例会終了後 

場 所   例会場  

     南海グリル 天兆閣別館4F 「ローズ」 

 

 

社会奉仕委員会 

「PCなど小型家電回収のご協力お願い」 

 社会奉仕委員長 平野 祥之   

 

使用済みの携帯電話や家電製品に

は希少金属(レアメタル)が多く含ま

れており、「都市鉱山」と呼ばれています。その

都市鉱山に社会福祉法人 美原の郷福祉会 ワーク

センターつつじさんの障がいを持った方達が立

ち向かっています！ずば抜けた集中力と繊細な

手作業で都市鉱山からレアメタルを発掘し、日

本国内でレアメタルを循環する事で国と地域に

貢献されています。 

つきましては、会員の皆様の事業所、ご家庭

に出た不用品の回収のご協力をお願いいたしま

す。 

【回収方法】 

クラブ事務局の回収置き場にご持参ください。 

台数や量が多い場合は、ワークセンターつつ

じさんに直接持ち込みしていただくか、川田様

に回収をお願いすることにいたします。 

【回収対象品例】 

ノート型パソコン、デスクトップパソコン、 

ルーター、端子類、ゲーム機(DS、ファミコン、 

ゲームカセット)、音楽プレーヤー、デジカメ 

携帯電話、スマートフォン、固定電話、 

ビデオ DVDデッキ、超硬チップ、ドリル、 

銅製品など 

 

＊回収できないもの 

テレビ、ブラウン管、PCモニター、洗濯機、 

冷蔵庫、エアコン、時計、乾電池、電球、 

蛍光灯、CD、フロッピーなど 

 

★直近の回収締め切りは 12月 16日といたしま

すが、その後も随時回収のご協力をお願いしま

す。 

 

 

 

（１）配布物   

・週報 

・卓話資料 

・堺清陵 RCさんプロジェクト資料  

 

（２）堺事件 ～時代に翻弄された若者たち～   

上映会のお誘い 

 先週の週報にてご案内させていただきました

標記の映画ですが、当クラブ協賛しているため、 

委員会報告 

幹事報告 
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優先的にお席を確保してくださるようで、堺事

件を語り継ぐ会様よりお誘いをいただきました。 

鑑賞希望の方は事務局までお申し出ください。 

上映日時：2022年12月 26日（月曜日） 

19時 ～20時 30分（開場は 18時 30分～） 

場所：フェニーチェ堺 小ホール 

 

  

 

（50音順） 

池田茂雄会員 永富会員、海女の話し、楽しみ

にしています。ありがとうござ

います。 

笹山悦夫会員 永富様、本日の卓話楽しみにし

ています。鳥羽・志摩の海女の

隠れファンです。 

嶽盛和三会員 Ｅ組一位突破。ブラボー！ 

       永富さん、卓話楽しみにしてお

ります。 

鶴 啓之会員 永富会員、本日の「鳥羽・志摩

の海女 パートⅡ」の卓話、楽し

みにしております。 

中田 学会員 永富さん、本日の卓話宜しくお 

願いします。 

永富久紀会員 母が 25 日に亡くなりました。又、 

クラブからも御香典もいただき、 

ありがとうございました。 

畑中一辰会員 今日は、朝からドーハの歓喜で  

気分はハイテンションですが、 

初の会長代行で上手に行くか不 

安です。ブラボー！ 

吉村博勝会員 永富会員、本日の卓話大変楽し 

みにしています。よろしくお願 

いします。 

  合計３４，０００円 

 

◆米山奨学会特別寄付預り 

･･･嶽盛和三会員、吉村博勝会員 

◆ロータリー財団年次寄付預り 

   ･･･嶽盛和三会員 

 

SAA報告 

１２月度会員・奥様誕生日祝い 代表 嶽盛和三会員 

堺清陵RC 樋川政次様（上）､盆木一輝様（下） 

がご来会くださり、3月5日(日)に主催されるイベ

ントについての説明と共催の依頼がありました。 

 

米山奨学生 グェン ティ ホアン オアン様 

１２月度 米山奨学金授与 

例 会 風 景 


