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仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「我らの生業」

・今月の歌 「早春賦」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・IＭ

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

早春賦

春は名のみの 風の寒さや

谷の鶯 歌は思えど

時にあらずと 声も立てず

時にあらずと 声も立てず

先週の記録

幹事報告 幹事 北 健司君

① 第2 回地区新世代委員長会議開催の案内

日時：2012年 2月25日 12:45～

場所：愛知県青年の家（岡崎）

出席予定者：和田了司新世代委員長

②地区ロータリー財団管理セミナー開催の案内

日時：2月2 日（木）

場所：名古屋東急ホテル

出席予定者：名畑 豊会長エレクト

③ 第7 回クラブ会員増強委員会開催の案内

日時：本日例会終了後

場所：ソレイユ

出席予定者：会員増強委員

２０１２年１月２９日（日）第２０７８回（１月第３例会）

◎例会変更のお知らせ

一 宮 中 央 ２月１５日(水) ２月１５日（水）１８：００～

ＲＣ ゆったり例会の為 未定

名古屋守山 ２月１５日(水) ２月１４日（火）

ＲＣ IＭの為 名古屋東急ホテル

犬 山 ２月７日(火) ２月７日（火）

ＲＣ 例会場都合の為サンパーク犬山

名古屋城北 ２月１４日(火) ２月１６日（木）

ＲＣ 折り紙教室の為 豊山小学校

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2名 欠席 15 名 出席率84.1%

先々週の修正出席 ― ―

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○誕生祝いをいただく喜びで。 清水 勲君

○金婚式のお祝い。今日は又結婚記念日のお祝い

ありがとうございます。 場々大刀雄君

○祝福ありがとうございます。 浅井 瀧治君

○誕生日と結婚記念日ありがとうございます。

亀谷 鉦一君

○誕生日の祝福を受けて。 伊藤 正之君

○アテンダンス表彰を受ける喜び。伊藤 純君

○アテンダンスを受ける喜びで。 屋嘉比良夫君

○アテンダンス表彰ありがとう。 風岡 保広君

○本年も皆様宜しくご指導下さいます様にお願い

します。 中島 宗幸君

○いつもホテルをご利用して頂きありがとう。

早川 八郎君

○祝福。

長谷川英輝君 林 鑛三君 林 徹君



磯野 俊雄君 伊藤 一裕君 加藤久仁明君

加藤 茂君 貴田 永克君 北 健司君

小島 啓冶君 松尾 隆徳君 名畑 豊君

成瀬 浩康君 大畑 一久君 太田 弘道君

岡田 義邦君 社本 太郎君 高橋 理江君

宅間 秀順君 峠 テル子君 塚本 兼光君

和田 了司君 山田 治君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

卓話 伊藤 正之君

私は、1932（昭和７）年 1 月 20 日に生まれました。前

年に満州事変が起き、その翌年にはヒットラーがドイツの

首相に選ばれ、このように私は風雲急を告げる中で生まれ

ました。中学２年の時に終戦を迎え、軍国主義を教えてい

た全教師がひと月も経たないうちに民主主義の説明を始

めました。また日本共産党の細胞が校内にでき、活動を始

めました。私は大人達の変節ぶりを見て教師達のものの考

え方を信用できなくなり、自分で思想の旅を始めました。

最初にルソーの「民約論」やモンテスキューの「法の精神」

を読みましたが、たまたま古本屋さんで河合栄次郎の「自

由主義の擁護」（当時東大経済学部教授、マルキシズム盛

んな時はその批判に終始し、軍部とファシズムが台頭すれ

ばその批判に全力を挙げ、治安維持法違反で裁判にかけら

れたが終戦を迎えずに病死した。）を買い、それ以来彼の

ほとんどの著作を読みカントにも導かれました。反共産主

義や「ファシズム批判」を理解し、彼の圧倒的影響下で過

ごしました。遡りますが、私の生まれた４年後に 2.26 事

件が発生し、彼の 2.26 事件批判を読みました。彼の批判

した通りであれば大戦争は起きず、数百万の生命を救うこ

とができ大戦禍を避けることができたと考えております。

しかもその大災害のあと、実現された世界は河合栄次郎の

世界でした。カントからは現実または現状抜きの結論はど

のようにでも言えることを学びました（純粋理性の二律背

反）。また、真珠湾攻撃のあった直後、叔父長尾安吉（故

人、元東海銀行監査役）は町内会で今のうちに田舎の親戚

に渡りをつけておいた方がいいと発言し、２、3日後に警

察に連行されましたが翌日には釈放されました。その件で

彼は母の唯一の兄でしたので、私の家族は色めき立ち浄土

真宗の檀家であることを理由に、神棚を家の中に祀ること

を町内で強制されましたが、それを守らないことにしまし

た。私は母から神様は戦争をするけれど仏様は戦争や人殺

しをしないと、再三、話を受けましたが、戦後この話の意

味を理解することができました。

戦後実存主義が一世を風靡し、ハイディッガーの「存在

と時間」を興味深く熟読しましたが、ナチスに対する同情

的発言を見て（「ドイツ大学の自己主張」）、カール・ヤス

パースの「哲学」を選びました。更にヤスパースを理解す

る為、最初の主著「精神病理学総論」と関連論文を熟読し、

病的な思考を排除することを学び、哲学よりも、哲学する

こと、経営学よりも経営することを覚えました。又、当時

私がよく聴いた音楽はストラビンスキーとバルトークで

した。冷戦がエスカレートする中でヤスパースは、核攻撃

の抑止力として、核弾頭の数の強化を主張しましたが、一

発の核攻撃も双方無くソビエトの解体を迎えました。

昨今、核の平和利用の排斥が言われておりますが福島の

事故は折角開発された原子力の平和利用に当り、科学的理

性の崩壊ないし喪失によるものであり、総力を挙げてリス

クを回避する設定を行い、全人類のためにも安全に運用す

る必要があります。

なお、今年は私が今の事業（伊原電子工業）を始めて 45

年になりますが、成果の少ないのを恥じるばかりです。又、

私の本業の中核であるプリント配線板の生産は中国が世

界一でありますが、日本国内の生産と日系企業の中国生産

を合計すると日本は世界一であります。

このように私の業界では、日本の技術力は世界一でありま

す。どの業界も似てると思いますが、この節新たな提言と

して経済産業省等の助成金を申請することをおすすめし

ます。

さて、ロータリーの増強の中期的展望について我が国の政

治的世界を参考にするについて二つのことがあります。一

つ目は、実行も出来ない嘘八百の約束を並べたてて人を集

めること（衆議院）、二つ目は自民党をぶっこわすと云っ

て沢山の人を集めた元小泉首相の例であります。ロータリ

ー的、あまりにもロータリー的だけではロータリーの成長

はおぼつかないと考えております。いかがでしょうか。あ

りがとうございました。

卓話 清水 勲君

祈 り

この度は、誕生祝を頂き、有難う御座いました。

昨年の 3 月 11 日の地震・津波・放射能汚染など、

該当する地域の皆様には、早く元の生活に戻れる

事を祈るばかりです。地元の行事に参加し、祈り

の多い事に、驚かされました。

1）天王社祭

7 月上旬、八端公園の裏に、お天王様の分霊社が

あり、総本社は津島神社で、御主神は建速須佐之

男命、御相殿は大穴弁遅命で、西暦 540 年のご鎮

座で、全国で 3000 余りの社があります。

天王祭りは、疫病、厄難の消除を祈る祭りで、枉

い事をする疫神を祀り、疫神の心を和らげ、疫神

を送るという祭儀であり、大神様の葭を『祓っ物』

として執り行う『神葭神事』で有名な船祭りの祭

事です。町内の天王祭りには、地域の皆様が、提

灯や色紙に願い事を書き、町内会役員の方々の玉

串法典の儀式の後、各氏名及願事を読みあげ、神

楽特有の神楽笛、小鼓の譜を奏し、巫女が鈴や扇

を手にして、舞い祈る神事があります。

2）神明社

10 月中旬、祭神として天照大神、平安末期以降、

伊勢神宮の神霊を奉記した神社で、氏子や神楽保

存会が中心となり、行事を執り行ないますが、町

内会としては、子供会が中心となり、獅子頭を先

頭に、町内を練り歩き、境内に各町内の獅子頭を



順番に並べ、神主様が氏子関係者と共に、神に祈

り、お天王祭りと同様、願い事を書いて祈ります。

3）秋葉神社

秋葉山、大瀧院〔上条町〕祭神は、火之迦具士神、

非難よけ（火伏せ）信仰です。12 月中旬に、各家

火災消除とご一家の諸悪難を防ぐ、安全祈願、こ

れに携わる役員の大護摩供、終了後、火渡り神事

があり、願い事を木に書き、火渡り神事に使用し

ます。神事終了後、各町内に祭神が廻り、私共町

内には、2 月上旬、集会場にて御迎えする予定で

す。

4）左義長

正月 14 日又は 15 日に、長い竹数本を円錐形など

に組立て、正月の門松、七五三飾り、書初めなど

を持ちよって焼く行事で、その火で焼いた餅を食

えば、年中の病を除くと言います。

祈りを通して、古くはいろいろな神『八百万の

神』がありましたが、律令の時代に一つの神の下

に統一し、新しい国家神道を創造する必要があり、

その統一する神が天照大神であり、その新しい国

家神道が、ミソギ・ハライの神道ではないでしょ

うか。

(ストレッチ 松田先生)

(会員誕生の皆様)

(アテンダンス表彰の皆様)

(会員誕生・結婚記念日の W お祝)

(卓話 伊藤正之君)

(卓話 清水 勲君)


