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　　 夏 越 の 祭 り に て

　原稿を書いているのが₈月初めですので季節外れをお許しください。
　今年は立秋を過ぎても35℃以上の酷暑が続いていますがお身体ご自愛下さい。
　私が宮司を務めている神社では毎年₇月の最終土曜日に夏越の祭りを行っています。
前日の夜に名前と年齢を書いた紙の人形を枕に敷いて寝て「水無月の夏越の祓いする
人は千歳の命のぶというなり」と奏上しながら茅で作った輪をくぐり奉納しお焚き上
げします。
　大祓は年に₂度行われ、大晦日にはお正月の神を迎える前に夏はお盆のご先祖神を
お迎えする前のお清めの儀式であり、夏越祭は疫病等の多い夏を無事にのりきろうと
いう意味が有ります。
　お祭りの直会で氏子さんから「宮司さん夏越祭は外国のお祭りが由来らしいな」と
問われ、久しぶりに聞きかじった日ユ同祖論をお話ししました。
　日本人は失われたユダヤ人10部族の末裔であるというお話で40年ぐらい前にイザ
ヤ・ベンダサン著の「日本人とユダヤ人」という本が出てから有名になりました。し
かし、その説は戦前から言われていた事です。
　スサノオノミコトとモーゼは角が有るから同一の神である。夏越の祭りはユダヤの
過越しの祭りが原型である。アークは神輿の原型である。獅子狛犬はソロモンの神殿
に飾られたライオンとユニコーンである。ワッショイ・ハッケヨイ・ノコッタ・アッ
パレ等日本語とユダヤ語で発音と意味が同じ言葉が沢山ある。ソロモンの秘宝は剣山
に隠されている。秦の始皇帝もユダヤ人でその後日本に帰化した秦氏もユダヤの末裔
で本拠地に祇園神社を建てた。等々いかにも信憑性のあるような話です。真偽の程は
解りませんが、久しぶりに歴史のおもしろさや話の広がりに改めてロマンを感じなが
ら美味しいお酒を飲めました。

幹事　二　神　良　昌

巻頭メッセージ

₉月₃日㈫…「私と日本のラブストーリー」
ゲスト…中国留学生（松山東雲女子大学）

嵇　元琦氏

₉月10日㈫…「〜迷宮〜ホテルカリフォルニア」
三好　哲生会員

（林ガバナー補佐訪問クラブ協議会）

₉月17日㈫…「最近の地価動向」
濵本　道夫会員

₉月24日㈫…関ガバナー公式訪問例会
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例会記録

　第3172回例会　2013年８月６日（火）

出席会員　71（64）名中48名　出席率68.57%
前回訂正出席率80.28%

欠席会員　23名　安保、土居、五味、林、原田
（達）、市川、兼平、菊池、河内、児玉（聡）、
御木、三好、棟方、村上、西野、大塚、佐野、
白石（恒）、洲﨑、田中、山本、結城（亀井）

ビジター　₁名　花岡　通子（坂出東RC）
ニコニコ箱
大橋　大樹	 新入会の会員です。
二神　良昌	 大橋さんロータリーようこそ。サ

マースクールお手伝い有難うござ
います。

浜田　修一	 本日卓話をさせて頂きます。よろ
しくお願いいたします。

大森　克介	 浜田さんの歴史のお話楽しみで
す。

小野　　茂	 浜田会員の卓話、楽しみにしてい
ます。

清田　明弘	 サマースクールお手伝いご苦労様
でした。

水口　義継	 サマースクールお疲れ様でした。
米山　徹太	 サマースクールお疲れ様でござい

ました。
飯尾　寛治	 松山・光州小児科交流について表

彰され、佐藤先生よりお祝いの葉
書をいただきました。

佐藤　昭美	 飯尾先生にはライフワークが実を
結び、韓国の小児科学会から表彰
された由、おめでとうございます。

濵本　道夫	 暑中お見舞い申し上げます。
玉置　　泰	 永木さん「ねこ歩き」拝見しまし

た。有難うございます。
中住　義晴	 今日は広島原爆忌です。亡くなっ

た方々の冥福を祈るとともに、世
界の久遠の平和をお願いしましょ
う。

渡部　浩三	（会員誕生祝）
諸橋　直人	（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）小川、浦岡、横山
早　退　　長尾（申し訳ありません。水口さん

先般はお世話になり有難うござい
ました。早いうちにまた、行かせ
て頂きます。）、佐々木（申し訳あ
りません。）

卓　話　「日本昔話『仙台・会津』」
浜田　修一　会員

　「仙台」と云えば、伊達政宗が代表されます。
戦ばかりが伝えられますが、実は大変な文化人
ということを忘れてはなりません。特に和歌・
詩はプロ級であると現代の専門家は評価してい
ます。
　長男、秀宗は宇和島藩主となり、愛媛とも深
いつながりがあります。そして、伊達家は明治
維新まで、なお現在も健在に存続されておられ
ます。
　「会津」は、城主は七家と移り変わりますが、
まずは蒲生氏郷をあげなければならないでしょ
う。文武両道に優れ、利休七哲の一人で、利休
の二男少庵を会津にかくまい、その後京都西芳
寺（苔寺）にて隠棲し、その孫が、表千家・裏
千家を興し、現在に至っています。
　「会津」最後は、保科松平が入り立派な藩政
を行いますが、残念乍ら最後は朝敵の汚名をき
せられ「会津戦争」にて敗れます。その藩主は
立派な「会津魂」をもった第₉代松平容

かた

保
もり

で、
孝明天皇に絶大な信頼を寄せられます。その人
が朝敵扱いされるとは「断腸の思い」だったで
しょう。容保のお孫さん（勢津子）は秩父宮妃
殿下となられ、立派にそのお役目を果たされま
した。容保本人は、日光東照宮宮司となります。
その他の人も活躍されておられます。山川健次
郎は、東大・九大・京大の総長に。その妹、山
川捨松は、大山厳夫人となり「鹿鳴館の華」と
なり、芝五郎は陸軍（秋山好古と同期）で「義
和団事件」で活躍し、世界からコロネル芝と賞
賛されます。
　「会津魂」は日本人の“心”だと私は思って
おります。“ガンバレ福島”。
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例会記録

　第3173回例会　2013年８月20日（火）

出席会員　72（65）名中48名　出席率67.61%
前回訂正出席率73.61%

欠席会員　24名　安保、土居、二神、五味、原
田（達）、石橋、泉川、市川、兼平、河内、
児玉（聡）、御木、三好、棟方、村上、永木、
大塚、大橋、白石（省）、浦岡、和田、矢野、
横山（亀井）

ゲスト　　₁名　江刺　精久氏
ビジター　₁名　石田　信正（道後RC）
ニコニコ箱
石田　信正	 本日、お世話になります。
河田　正道	 江刺さんの卓話を期待しておりま

す。
三原　英人	 江刺様、本日の卓話よろしくお願

いします。
結城　　旬	 江刺様、卓話楽しみにしてます。
濵本　道夫	 熱中症に気を付けて下さい。
林　純之介	 腰痛の為サマースクールのお手伝

い一日もできませんでした。ニコ
ニコしながらお詫びします。

中住　義晴	 ₈月11日、84回目の誕生日にゴル
フしたところ、75が出ました。生
涯₃番目のベストスコアでした。

玉置　　泰	「あまちゃん」効果か、お盆の間
伊丹十三記念館は大盛況でした。

水口　義継	 RNBで焼酎の取材、ありがとう
ございました。

山本　克司	 ₉月21日、松前町で高齢者虐待防
止学会が開催されます。大会長を
拝命しました。

田中　昌生	 ₈月欠席が続いており、申し訳ご
ざいません。

兒玉　義史	（会員誕生祝）
西村　真也	（会員誕生祝）思うところ一杯の

還暦となりました。
（なんとなくニコニコ）羽牟、上甲、白石（恒）、

米山
早　退　　伊藤（会議の為早退となります。申

し訳ございません。）小川、小野（申
し訳ございません。）、佐野

卓　話　「一夜物語‥アルバトロスに惹かれて」
ゲスト　江刺　精久氏

　空澄む昨年10月30日08時ころ私達は正装し歓
迎ムード一杯の乗組員達の前をギャングウェイ
へと歩を進めメインデック₅では船長はじめ乗
組員らが拍手で迎えてくれた。これは豪華客船
「飛鳥Ⅱ」のショートクルーズでのワイフへの
サファイア婚のサプライズプレゼントの一夜物
語の始まりである。
　夕食時にオリジナルシャンペン、デザート時
にはラグーナトリオバンドの生演奏、さらにア
ニバーサリーカードという三つのプレゼントを
夕食時に私達の席でしていただけるとの船長か
らの最終報告。もう気分は最高潮、思いでの曲
べサメムーチョのリクエストも快く引き受けて
くれた。洋上という外界から遮断された特別の
空間で一生の中でも希有にして貴重な体験をさ
せていただいた、丁度、何時か観たある映画の
かのヒロインのように…。
　正装したスチュワードが運ばれたクーラーか
ら氷との音をさせながらシャンペンを取り出
し、銘柄を自信あり気に見せ、徐に栓を抜き順
次グラスに。そして乾杯、互い目尻いっぱい皺
をたてて頷く、少し照れたような彼女の目頭は
潤んでいた。否、自分の方が一層潤んでいたの
かもしれない。周りの多くの目線を感じながら
も取りあえず念願のセレモニーは進み、次にさ
り気なく純白のナプキンで注ぎ口を軽く拭き
テーブル上を清掃し置いたグラスの側にそっと
封状の物を差し出した。それは船長直筆のサイ
ン入りのアニバーサリーカードであった。逸る
心でそれを開いて二人で読む、暫くしてトリオ
バンドの生演奏、リクエスト曲の最中に彼女の
手を握った。何ともいえぬ笑顔を彼女は還して
くれた。
　程よく冷えた琥珀色の細やかで長く続く泡立
ちのあのシャンペンに誘われたのか一時夢心地
になり至福を感じた。
　これは18時過ぎの満席の₅デック大食堂、中
ほど右舷窓際の特別な席付近での出来事で、全

道後RC
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例会記録

　第3174回例会　2013年８月27日（火）

出席会員　72（65）名中51名　出席率72.86%
前回訂正出席率81.94%

欠席会員　21名　安保、二神、原田（満）、市川、
勝見、河田、御木、水口、三原、三好、棟
方、諸橋、永木、西野、大塚、小川、小野、
白石（省）、玉置（亀井、関（宏））

ニコニコ箱
横山　知玄	 今日は「卓話」です。よろしくお

願いします。
飯尾　寛治	 横山先生卓話期待してます。
高橋　伸定	 本日も二神幹事のピンチヒッター

をさせて頂きます。宜しくお願い
します。

原田　達也	 イプシロンロケットの打ち上げが
成功しますように。

大森　克介	 大曲の花火大会を見て来ました。
迫力満点でしたが、疲れました。

平原　立志	 イチロー選手4000安打達成おめで
とう。

児玉　　聡	（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）五味、米山
早　退　　菊池、長尾（申し訳ありません。₃

㎏夏ヤセました。これから戻しま
す。）、髙石

卓　話　「現代社会−組織（企業・国家）−宗教」
横山　知玄　会員

　国境を越え激動する現代社会、それは日常生
活の枠組みが根本から変わるような時代です。
企業組織から国家まで私たちは世界の中から自
らを捉えなおす視点が問われてます。
　歴史が大きく変わる時代は人々の行為を定め
意味づける枠組も揺らぎますから、拠り所を見
失い社会と人心は混

アノミー

沌を常とします。しかしそ
の困苦のなかに発展の転機があることも事実で

す。震災後の愛や家族の見直し、オリンピック
選手歓迎の熱狂的な大群衆、力を合わせて人を
救った40人の乗

コミューター

客、これらは日本人の潜在的
可能性の象徴表現です。
　ところで全産業もまた事業再編を巡り動揺し
ます。どうすればよいでしょうか。ひとつは
太
ミ ッ ド ウ ェ イ

平洋戦争の局面を決定づけた「意思決定の失
敗」に学びたいと思います。組織には第₁に個
人の判断をすることなく定めに従って業務を遂
行する手順（常軌的決定）があることです。雲
があればその下で索敵する手順の定めを操縦士
は無視しました。実はそこに米大艦隊が日本艦
隊迎撃に航行中でした。第₂に非常事態には第
₁の手順である「定め」を最高責任者が改廃し
超法規的に下命する原則があることです。「来
ない」と思って地上用に爆装転換直後、米艦隊
発見に直面したとき動揺する司令官は再び魚雷
に変えました。「定め」に従ったのです。₁秒
を争う非常事態です。そのまま直ちに発艦する
「臨界的決定」をすべきでした。地上爆弾でも
敵空母甲板を攻撃可能、日本空母甲板に待機す
る空爆機を直ちに発艦、空母甲板を空ける要が
ありました。が、爆装転換中、米空母艦載機「地
上爆弾₁発」の投下で誘爆、空母は炎上全滅
しました。組織が大きく転換していく今、組織
を預かる最高責任者はこの「意思決定」の原則
を忘れないことです。次に、我が国は今どのよ
うな国家なのか、それを知るには外から外国人
の眼差しで日本を見ることです。日本は、中台
韓ともに安定しなければ世界の安寧は望めませ
ん。「十分な経済力を保持し責任ある国家の品
格をもって行動して頂きたい」、そう「見られて」
います。国家も他者（諸外国）の期待する役割（環
境）を取り入れ、それを資源にした再構造化が
必須です。「牛は、草（環境）取り入れそれを

乗客550名程でかかる体験をさせていただいた のはどうも私達だけだったようである。
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例会記録

理事会報告

₈月₆日㈫
①　退会届　白石重典会員（転勤の為）　承認。
②　新入会員申込み　日本銀行松山支店　下田
知行氏（白塚重典氏後任）　承認。
③　新入会員申込み　四国電力㈱松山支店　
原田雅仁氏（宮内義憲氏後任・入会は₉月
末を希望）　承認。
④　新入会員申込み　株式会社つるや取締役副
社長　鶴田直丈氏（推薦者：清田会長）　承認。
（承認後、会員増強委員会へ）

⑤　ボーイスカウト松山振興会会費の件（例年
₃万円、新世代活動費より拠出しています。）
承認。
⑥　【事後報告】ガバナー事務所よりキャンプ
メリーハート寄付のお願い（締切が間際だっ
た為、清田会長および一部の理事に確認の上、
₁万円ニコニコより拠出済み。）　承認。
⑦　佐藤会員より、「健康を考える会松山」第
17回チャリティ講演会後援依頼について　承
認。
⑧　国際交流基金・愛媛信用金庫口座の件（₉
月で満期です。継続でいいかどうか）　承認。

平成25年₈月度理事会決議事項

クラブニュース

勤　務　先：西日本電信電話㈱
愛媛支店長

	 一番町₄−₃
TEL	936−2000

生 年 月 日：昭和37年₅月₉日
入会年月日：平成25年₈月₆日
趣　　　味：読書氏名：大橋　大樹

新入会員紹介

勤　務　先：日本銀行松山支店
	 支店長
	 三番町₄−10−₁

TEL	933−2216
生 年 月 日：昭和39年10月14日
入会年月日：平成25年₈月20日
趣　　　味：観劇、動物園巡り氏名：下田　知行

生きる資源にするために₄つの胃（構造）を発
達」させました。国や会社の内部の論理（都合）
では構造は発達しません。憲法も国家の講造の
ひとつです。世界の中での責任（役割）と、信
頼を維持できる国家への要請を取り入れなくて
はなりません。「主権在民」、国民が責任を自覚
し外から自国像を想像する要があります。最後

には、職務への精神的態度を社内で語り継がれ
る創業者の歩み（神話）から学び、苦しみには
意味があるという職務を意味づける「宗教」的
世界でしょう。仕事は仕事をするために、勉学
は学ぶために、を毎日説かれることです。これ
によって正しい営利の精神が支えられ、その信
頼の再構築が可能になるでしょう。　　合掌

—  5 —



クラブニュース

誕生祝　	以下10名　田中（₁日）、兒玉（義）（₃日）、
河田（₄日）、結城（10日）、中住（11日）、
渡部（12日）、西村（15日）、平原（17日）、
石橋（23日）、児玉（聡）（29日）

結婚祝　	以下₂名　河田（₄日）、御木（28日）
創業祝　	以下₂名　西村（₁日）、諸橋（₁日）

８月のお祝い

₁．クラブ計画書
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

８月中の出席報告

会員数 出席会員数 欠席会員数 当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数
₆日 71（64） 48 23 68.57％ 9 80.28％ 1
20日 72（65） 48 24 67.61％ 5 73.61％ 1
27日 72（65） 51 21 72.86％ 8 81.94％ 0
平均 71.7（64.7） 49.0 22.7 69.68％ 7.3 78.61％ 0.7

例会日 区分

ご意見・ご要望があればお寄せください。

ホームページURL　http://www.matsuyama-rotary.jp/
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