
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

  

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                        山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                                        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

【【【【ソングソングソングソング】】】】           安藤則雄安藤則雄安藤則雄安藤則雄 SAASAASAASAA 委員委員委員委員長長長長    

    ♪それでこそロータリー 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

1.東日本大震災被災地に対する支援活動について③ 

(物資支援)④  (義援金)の依頼が届いています。 

 一人当たり 3,000 円以上 期限 4 月 20 日(水) 

2.2011-12 年度第 2590 地区 ﾛ-ﾀﾘ-財団「地区補助金」  

対象プロジェクト募集のお知らせが届いています。 

 期限 5月20日(金) 

3.ロータリーカードの普及・使用促進パンフレツト配布 

 のお願いが届いています。 

4.ガバナー事務所勤務時間が 4日(月)より通常勤務 

 (9:30-17:30)に戻りました。 

5.米山記念奨学会より、山下会員にカウンセラー委嘱状  

 が届いています。奨学生 林 亨仁(ｲﾑ ﾋｮﾝ ｲﾝ) 

 奨学期間 2011 年 4 月～2012 年 3 月 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                                        梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎RC 

  平成23年4月 7日（木）移動例会 

  平成23年4月14日（木）移動例会 

    両日とも点鐘：12時30分 

場所：稲毛神社 

 

◆川崎幸RC 

  平成23年4月 8日（金） 

       点鐘：午前11時 

◆川崎とどろきRC 

  平成23年4月11日（月）休会 

  平成23年4月25日（月）一泊移動例会を変更 

第 912 回例会 4 月 15 日(金) 環境美化ポスター撤去 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第 913 回例会 4 月 22 日(金) 夜会 点鐘：18 時 30 分 場所：シノワーズ 

       点鐘：18時 

場所：横浜中華街「大珍楼 新館」 

 

◆川崎稲生RC 

  平成23年4月22日（金）夜会例会 通常 

      点鐘：18時30分 

  平成23年4月29日（金）休会 

   平成23年5月 6日（金）休会 

   平成23年5月27日（金）移動例会 

         29日～30日 親睦家族会 

 

   

 

※※※※    おおおお知知知知らせらせらせらせ                長瀬会員長瀬会員長瀬会員長瀬会員 

 麻生観光協会写真コンクール入賞者の展示会が、エルミロ
ードで開催してます皆さまお出かけの際はお寄り下さい。 
 
 
 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                        長瀬長瀬長瀬長瀬委員長委員長委員長委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 911 回 22 14 8 - 63.64％ 

第 910 回 22 15 7 3 81.82％ 

第 909 回 22 19 3 2 95.45％ 

    

第 911 回 例会記録 平成 23 年 4月 8 日（金） S.A.A 委員長 安藤 則雄 

みんなでがんばろうみんなでがんばろうみんなでがんばろうみんなでがんばろう    

ひとつになろうひとつになろうひとつになろうひとつになろう、、、、日本日本日本日本！！！！ 



 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                                    平澤平澤平澤平澤委員長委員長委員長委員長    

  第 911回（件数）   合 計 

ニコニコ     14 件       ￥15,000 

 

●当クラブ 

◇山下会長：ひとつになろう、日本 

◇大野会員：ガンバレ福島、ガンバレ東北 ありがとう 

◇志村会員：本日卓話宜しく 

◇長瀬会員：先日人間ドッグでひっかかり再検査に行き、 

 酒を控えるようにと。再々検査日4/18、5/10に行きます。 

◇梅澤幹事◇安藤則雄会員◇親松会員◇鈴木憲治会員、 

◇鈴木眞一会員◇鈴木豊成会員◇平澤会員◇山崎会員 

◇安藤優会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 
 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団】】】】                                                        山崎山崎山崎山崎委員委員委員委員    

  第 911回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     1 件       ￥8,000 

◇蓬田会員：二人目の孫(男)が生まれました。 
志村宮司さんお参りの時はお世話になります。 

 
【【【【会長幹事会長幹事会長幹事会長幹事ごごごご苦労苦労苦労苦労さんさんさんさん会会会会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ】】】】        

鈴木豊鈴木豊鈴木豊鈴木豊成成成成次次次次年度年度年度年度幹事幹事幹事幹事    

  現時点での状況及び諸般の事情により、旅行先を変更

致しますが、皆様のご参加を宜しくお願いします。 

  千葉県→鳥取・三朝温泉となります。 

 

【【【【会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話】】】】                                                                志村会員志村会員志村会員志村会員    

 

琴平神社本殿の完成が間近になりまして、建築検査ま

でには天井絵を完成させたいと夜に絵を描いてますが、 

 ここの所の地震で対応に苦慮しています。本日の卓話は 

 お米についてです。 

卓話の続きは次ページへ 

 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー情報情報情報情報】】】】                                                大野委員長大野委員長大野委員長大野委員長    

探しています「放射線探知機」 2011.4.7 
第 2530 地区、福島からです。 [いま、欲しいもの] 

放射線探知機放射線探知機放射線探知機放射線探知機    あるいは 放射線測定器    

※この件、心当たりの方はガバナー事務所(電話0155-67-4757)まで 

2011年度東日本大震災義援金地区別詳細 2011年4月1日現在 
ガバナー会議長第2580地区東京江戸川ロータリークラブ 上野 操氏 
第2520地区（岩手・宮城） 83Ｒ.Ｃ 2,288人/第2530地区 

(福島) 67Ｒ.Ｃ2,350 人 1 月現在 
私個人（福島県人）としても日本のロータリアン、世界の

ロータリアンの皆様に感謝を申し上げたいです。 
本題ですが、「わかりやすいロータリー」の冊子は無くし

ていないでしょうね？ 
会員である以上時々読んで頂くのも、勉強になるのでは 

P26（8）会場監督 SAA(Sergeant-at-Arms) 

  例会場の秩序を保つためのあらゆる権限を持つ、重要な役職である。 

  例会場における最高の権限を持つ執行機関の役員でもある。 

①具体的職務内容 

◎例会の司会進行。（議長としての役割は会長の職務である） 

◎例会場への入場、退場許可。例会場の開門、閉門。 

◎早退、遅刻の承認や拒否。 

◎私語に対する警告。 

◎卓和の時間励行。 

◎その他、例会場の秩序を乱す行為に対する警告と退場命令。 

◎例会場の設営・テーブルの配置、座席の指定。（親睦活動委員会と共に） 

◎食事の献立、業者の選定等食事の手配。 

◎ニコニコ箱の管理とその募金状況の報告。 

 

出席の一般規定 

各会員は本クラブ（川崎麻生）の例会に出席するべきもの

とする。会員が、ある例会に出席したものとみなされるに

は、その例会時間の少なくても 60 パーセントに出席する

か、または、会合出席中に不意にその場を去らなければな

らなくなった場合その後その行為が妥当であるとクラブ

理事会が認める理由を提示するか、または、次のような方

法で欠席メークアップしなければならない。 
 
1. 例会の前後 14 日間 

（例会の定例の時の前 14 日または後 14 日以内に欠席

をメークアップ） 

 以下Ｐ36ページから39ページまでに詳しくかいてあります。 

地区協議会（District Assembly） 

4月もしくは5月に開催されるこの1日セミナーの目的は、ロータ

リー・クラブの次期指導者が任務に備えて準備するものである。 

 地区協議会の参加者は、クラブ会長エレクトおよび、次

ロータリー年度に指導的役割を果たすよう会長エレクト

から指定されたロータリー・クラブ会員である。 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        大野大野大野大野会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                文責文責文責文責    安藤安藤安藤安藤    優優優優    

    



    
会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話    

志村幸男志村幸男志村幸男志村幸男 
    

「米」 
 
 木の実等を食す時を経て、日本の農業の始まりはイモ作りだった。サトイモ等の根菜を栽培していたということ

です。そしてこれは、縄文時代に始まったわけです。その次にイモと雑穀となり、やがて水田稲作が日本に伝わっ

たと伝えられています。水田稲作は縄文後期に伝わり、弥生時代に移行したと考えられています。 

 米の原産地はどこか。これは、中国雲南地域と言われています。日本には、雲南から江南地域を経て、東シナ海

を渡って日本に渡来した経路だという説が有力です。 

 米の前にイモの根菜栽培が一番最初にあったということについては、証明が難しいということですが、今でも芋

煮という習慣があります。これは東北地方で今でも盛んにやられており、明らかに祭祀に由来すると考えられてい

ます。そしてお正月には必ずお雑煮を召し上がる。お雑煮にはサトイモが付き物です。このことから、我が国にイ

モ作りの伝統があったと考えられます。 

 水田は、単位面積当たり収量が極めて高い。これは縄文時代以降、弥生時代に日本の人口が急増した歴史からも

読み取ることができます。 

 そこで、神々に豊作を祈る祭りが生まれてきたのです。神社祭祀の中心は、稲作儀礼が占めております。稲作と

いうものが国の初めと深くかかわっていると考えられます。 

 日本最古の書物「古事記」は、天武天皇のお言葉により、語り部の稗田阿礼が語った物語を太安万侶が文章化し

て書かれたとはご承知のことと思いますが、この中に、邇邇
に に

芸
ぎの

命
みこと

が宮崎県高千穂の地に天孫降臨され、そこから稲

穂を全国に広めたと書かれています。 

 それは、大切なものとして伝え、豊かな国土の繁栄を願っていたものと思われます。 

（邇邇芸命は天照大神の孫で、天照大神の命によってこの国土を統治するため、高天原から日向国、高千穂に降り、

神々をお生みになられた。） 

 話が神話の世界に入ってしまいましたが、今年度より学校教育に神話が入ってきます。大人も、少しおさらいを

しておかないと、子供と会話ができなくなるといけません。 

 

 
「古事記」の冒頭 
 

「天地
あめつち

初めて発
ひら

 けし時 、高天原に成れる神の名は、アメノミナカヌシノカミ。次にタカミムスビノカミ、次にカミムスビノカミ。こ

の三柱の神は、みな獨神と成りまして、身を隠したまひき。 

 次に国稚く浮きし脂の如くしてくらげなすただよへる時、葦
あし

芽
かび

の如く萌え騰
あが

る物に因りて成れる神の名は、ウマ

シアシカビヒコジノカミ。次にアメノトコタチノカミ。この二柱の神もまた獨神と成り坐して、身を隠したまひき。

次に成れる神の名はクニノトコタチノカミ。次にトヨクモノカミ。この神もまた、獨神として成り坐して、身を隠

したまひき。」 

 これが古事記の文の始めにあります。この七柱の神が、非常に重要な神様です。 

 「国生み」は、アメノミナカヌシノカミの命を受け、イザナギ、イザナミの二柱の神が、天ノ浮橋からアメノヌホコ

を下ろし掻き回されたら、そのホコの先から落ちた塩水が島になり、大八洲(日本)をお産みになったと記されています。 

 古事記の中で、日本の事をさす「豊葦原の水穂の國」という呼称があります。ミヅホノクニは、まさに水穂の国

なのです。(葦の芽ばえている所の湿地を探し、稲作を進めて行ったものと思われる。) 

縄文時代の、狩猟・狩り・漁撈というものを主たる生業とする生活から、弥生時代になってお米を生産し、水田耕作を

するとなると、土地に定着しなければならない。そこで、大勢の人々の共同作業となり、春にはその年の収穫を祈り、秋

にはその収穫を感謝して、まず神様に捧げ、そして自分たちも頂きます。 

 その時には、集団生活の長、氏の上とか、村長を中心にお祭りをした、それが今日の祭りの始まりと考えられています。 

そして村人の弥栄・国家の繁栄のための祭りが、今日まで伝統の中に継承されてきました。 

お祭りの際に神々に捧げる「初穂料」は、最も大切な感謝の品として初穂を捧げることを表しているのです。 

「おみやげ」は、神々に捧げた『おさがり』、米を加工して作った物で、ご利益が有るものとして、(米の加工品、「お団

子」「せんべい」などが今でもおみやげ屋さんには必ず置いてあるものです。)本来のおみやげは、「お宮
みや

の食
け

」という意

味があり、「お土産」はその後に変化したものなのです。 


