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国際ロータリー第２７８０地区 

横須賀北ロータリークラブ週報 

２０２２～２０２３年度 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30 

例会場  かながわ信用金庫追浜支店３階 横須賀市追浜本町 1－28 

                      TEL 046（866）1515 

事務所  鈴木ハイツ２F         横須賀市追浜町 3-22-202 

                      TEL・FAX 046（866）1801 

                  URL：http://www.yokosukakita-rc.jp/ 

                                    E -mail:info@yokosukakita-rc.jp 

 

会  長 武藤 修儀  副  会  長  小菅 健史 

 

幹    事 平林 祐樹  会報委員 長  芹澤 達之 

 

第２８５９回 ２０２３年 １月 １０日『火曜日』横須賀北ＲＣ 

点 鐘 

斉 唱  「君が代」 

合 唱  「奉仕の理想」 

唱 和  「四つのテスト」 

司 会  武藤 修儀 会長 

ゲスト    横須賀青年会議所 

       理事長  高橋 慶光 様 

       専務理事 須藤 末喜 様 

ビジター 

年男のお祝い 髙田 源太 会員（1975.6.14） 

誕生日祝い  金井 秀樹 会員（1月 25日生） 

入会記念日のお祝い 

 

「出席報告」 

（本日）1月 10日 

総数 出席対象数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 計 修正出席率 

18名 18 名 10名 55.56％ 4名 14名 77.78％ 

出席報告 佐々木 SAA 

http://www.yokosukakita-rc.jp/
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（前々回）12月 13日 

総数 出席対象数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 計 修正出席率 

18名 18 名 11名 61.11％ 4名 15 名 83.33％ 

「メーキャップされた会員」 

「ニコニコＢＯＸ」 

三役  あけましておめでとうございます。残る半期も全

力で邁進してまいります。本年もどうか宜しくお

願い致します 

福嶋義信会員 武藤会長はじめ三役の皆様のご活躍を期待いたします 

横須賀青年会議所 高橋理事長、須藤専務理事ようこそ。ご活躍

を期待しています。 

伊与田あさ子会員 皆様本年もどうぞよろしくお願いします。 

横須賀青年会議所 高橋慶光理事長、須藤末喜専務理事ようこ

そいらっしゃいませ 

髙田源太会員 新年あけましておめでとうございます。今年は年男となります

が、飛躍の年にしたいと思います。 

横須賀青年会議所高橋理事長、須藤専務理事ようこそおいで下

さいました。ご活躍を祈念いたします 

佐々木佑倫会員 本年もどうぞよろしくお願い致します。 

須田真由美会員 新年あけましておめでとうございます。皆様に幸多き年にな 

りますことを祈念いたします。本年も引き続きよろしくお願い

いたします。 

金井秀樹会員 本年もよろしくお願いいたします。お誕生日のお祝いを頂きあ

りがとうございます。（53歳になります） 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 14,000円（累計 172,000円） 

ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します 

 

「会長あいさつ」 

明けましておめでとうございます。あと半年よろしくお願いいたします。 

「幹事報告」 

◎1 月 5 日付で第 3 期会費のご請求をさせて頂きましたのでよろしくお取り計

らいのほどお願い申し上げます 

◎本日例会終了後定例理事会開催。関係理事の方は宜しくお願い致します 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 1月号 

◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま 273 ②横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 

金井 副 SAA 
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◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

 ①国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780地区 2025－2026 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ確定宣言 

   松下 孝会員（伊勢原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

②2023－24実施年度向け第 2回地区補助金説明会／補助金ｾﾐﾅｰ開催のご案内 

 日時：2023年 1月 28日（土）14：00～17：00 

   ＊地区補助金説明会は 16：00終了予定 

   ＊説明会終了後、合同個別相談会 8F／補助金管理ｾﾐﾅｰ 6階で開催 

 場所：JR藤沢駅南口第 1相澤ﾋﾞﾙ 6・8階会議室 

 ③ﾛｰﾀﾘｰ奨学生帰国報告会のご案内 

 日時：2023 年 2 月 18 日（土）13：30～受 14：00～15：30

奨学生帰国報告会／15：40～17：00懇親会 

場所：第 1相澤ﾋﾞﾙ 6階「会議室」 

 参加費：会場 2000 円／ZOOM無料 

◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより「10,000㍍ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞｸﾘｰﾝ作戦」のご案内 

 日 時：2023年 3月 12日（日）     

◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

より例会のご案内受領 

「委員会報告」  

「スピーチ」 

【ﾛｰﾀﾘｰの友 1月号紹介 芹澤 達之 会報委員長】 

横Ｐ3-7  祝・「ﾛｰﾀﾘｰの友」創刊 70 周年 

横Ｐ8-9  RI会長ﾒｯｾｰｼﾞ 

      居心地の良さと配慮によって絆を結ぶ 

横Ｐ10-21 職業奉仕月間 

   私のﾌﾟﾗｲﾄ、その仕事 

横 P22-25 第 51 回ﾛｰﾀﾘｰ研究会 

      DEI「多様性・公平性・受容性」の推進 

横 P30-39 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰでたどる 

     「友」70年 1990年～ 

縦 P4-8  人間と AIが共生する職業の近未来のｶﾀﾁ 

     人間自身が試される時代 

縦 P26  元ﾌﾟﾛ野球選手から学ぶ諦めない心 

     大村ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

     学校教育におけるｸﾗﾌﾞ活動は、技術的な上達だけでなく、感謝の気持

ちや逆境にあっても諦めない心が必要である 

 

青年会議所より委嘱状 
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【卯年生まれの会員ｽﾋﾟｰﾁ  髙田 源太 会員】 

明けましておめでとうございます。今年も新年の幕開けをみなさ

んとともに迎えることができました。 

ご承知のように、今年は卯年（うどし）、いわゆる兎（ウサギ）年

で、十二支では４番目に数えられます。また、今年の干支（えと）は

「癸卯（みずのと・う）」です。 

干支というと、ねずみ、うし、とらなどの十二支（じゅうにし）を思い浮かべる人が多い

かもしれません。 

十二支を干支の意味で用いることもありますが、本来は、十干（じっかん）と十二支を

組み合わせたものを干支と呼んでいます。 

干支は、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸の十干と十二支と組み合わせた 60

通りがあり、月、日や年を表すことに使われます。代表的なものが還

暦で、60 年で干支が一巡し、誕生年の干支に還ることが還暦の由

来です。 

十干（じっかん）10の要素から成り立っている 

甲（きのえ） 乙（きのと） 丙（ひのえ） 丁（ひのと） 戊（つちのえ） 

己（つちのと） 庚（かのえ） 辛（かのと） 壬（みずのえ）癸（みずのと） 

（補足） 

十干（じっかん）は、古代中国の殷（いん）の時代に、10 日を「一旬」とし、一旬を構

成するそれぞれの日に名前をつけたことが始まりです。その後、万物はすべて「陰」と

「陽」の 2 つの要素に分けられるとする「陰陽説（いんようせつ）」と、すべての物事は、

「木」、「火」、「土」、「金」、「水」の 5 つの要素からなるとする「五行説（ごぎょうせつ）」と

いう思想と結びつき、それぞれの意味を表すようになりました。 

十二支は、子（ね）、丑（うし）、寅（とら）、卯（う）、辰（たつ）、巳（み）、午（うま）、未

（ひつじ）、申（さる）、酉（とり）、戌（いぬ）、亥（い）の 12 種類の動物で構成されていま

す。紀元前の中国で暦や時間を表すために使われ始めました。動物になった理由は、

中国の王充（おういつ）という人が、十二支を民衆に浸透させるために、覚えやすい動

物にして文献を書いたとされています。動物にはさまざまな意味が込められていて、縁

起がよいことから現在でも年賀状などに使われています。 

＜癸卯（みずのとう）の意味＞ 

癸卯は、十干（じっかん）の 10 番目にあたる癸と、十二支の 4 番目にあたる卯の組

み合わせで、十干十二支では 40 番目にあたる組み合わせです。陰陽五行説では、

癸が水の陰のエネルギーを表し、卯が木の陰のエネルギーを表します。 

＜癸の意味＞ 

「癸」は雨や露、霧など、静かで温かい大地を潤す恵みの水を表しています。十干
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の最後にあたる癸は、生命の終わりを意味するとともに、次の新たな生命が成長し始

めている状態を意味しています。 

＜卯の意味＞ 

「卯」は穏やかなうさぎの様子から安全、温和の意味があります。また、うさぎのように

跳ね上がるという意味があり、卯年は何かを開始するのに縁起がよく、希望があふれ、

景気回復、好転するよい年になると言われています。 

2023 年は癸卯の年で、「癸」と「卯」の組み合わせから、これまでの努力が実を結び、

勢いよく成長し飛躍するような年になると考えられます。 

とはいえ、何事もやりすぎは厳禁です。 

次の年の 2024 年は甲辰（きのえたつ）「大地に根を張り、しっかり栄えた常緑の木」

を表わす年となります。2023年に始めたものごとの成長を楽しみにしつつ、精進したい

年と言えます。 

来年は辰年、会員名簿を見たところ、辰年生まれの会員がたくさんいらっしゃるよう

ですが、中でも小管会員。来年、60 年で干支が一巡し、誕生年の干支に還る「還暦」

ということで、来年は「ちゃんちゃんこスピーチ」を楽しみにしております。 

60 年に一度めぐってくる癸卯（みずのとう）で、過去には世界でどんな出来事があっ

たのか調べてみました。「物事の終わりと始まりを意味する」と言われるように、開業や

設立、独立などが多く見られます。 

1963年（昭和 38年） 

4月 7日 NHK大河ドラマ第 1作『花の生涯』が放送開始 

6 月 15 日 坂本九「上を向いて歩こう (SUKIYAKI)」が米国ビルボードの週間ランキ

ングで 1位を獲得 

11月 22日 ジョン・F・ケネディ、テキサス州ダラスで暗殺 

11 月 23 日 通信衛星による日米間のテレビ中継に成功（最初の衛星ニュースはケ

ネディ大統領暗殺事件） 

1903年（明治 37年） 

5月 24日 日本初のゴルフ場・神戸ゴルフ倶楽部を開業 

10月 1日 浅草六区に日本初の常設映画館・電気館が開館 

12月 17日 ライト兄弟が人類初の有人動力飛行に成功 

飛行機が初めて飛んでからまだ 120年です。 

120年といえば、ギネス世界記録で世界最高齢に認定されていた、福岡市の田中カ

子さんが（たなか かね）去年 4月 19日、老衰のため亡くなりました。119歳でした。 

いまや ZOZO の前澤さんがスペース X に乗って宇宙に遊びに行く時代です。 時

代の変化、科学の進歩は目覚ましく、一方、私は、48歳、会社は今期 39期でありなが

ら、毎週のように「自らの足で山に登る」という時代の逆行を楽しんでいます。せめて時

代に取り残されないよう頑張りたいと思います。 
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さて、時間がいっぱいあるので、話を変えて、地上に舞い降りた神々のエピソード

「因幡の白兎」のお話しをします。 

天界には八百万（やおよろず）の神がいますが、その中に天照大神（あまてらすお

おみかみ）と須佐之男命（すさのおのみこと）の２人の神様がいました。この２人は姉弟

で、アマテラスが姉、スサノオが弟になります。 

二人の性格は全くの正反対でした。兄は真面目なんだけど弟のスサノオはヤンチャ

でイタズラ好き。 

しかしある日、スサノオのアマテラスに対するいたずらが度を過ぎてしまい、スサノオ

は天界から追放されて地上界に降りることに。 

スサノオは、地上界に降りると困っている老人の話を聞きます。この老人は地上界の

神で、名は大山津見神（おおやまつみのかみ）山の神様でした。 

（大山津見神） 

毎年、八岐大蛇（やまたのおろち）とか言う怪物に娘を一人差し出さなければならな

い。８人いた娘も今は一人。そして最後の一人もこれから、八岐大蛇に捧げるところな

のだ・・・。 

これを聞いたスサノオは八岐大蛇（やまたのおろち）の退治に向かい、見事にこの怪

物を撃ち倒します。こうしてスサノオはこの地の英雄となりました。 

その後、スサノオは大山津見神（おおやまつみのかみ）の最後の娘だった櫛名田比

売（くしなだひめ）と結婚。地上界で子孫を残します。 

そして、スサノオの六代目子孫である大穴牟遅神（おおなむちのかみ）が、因幡の

白兎エピソードの主人公となります。 

～因幡の白兎～ 

オオナムチにはたくさんの兄弟がいて、みんな合わせて八十神（やそがみ）と言いま

した。八十というのは「８０人」という意味ではなくて「たくさん」という意味。 

ある時、八十神たちは因幡（今の鳥取県東部）に住む八上比売（やがみひめ）に惚

れ込んでしまいます。八十神は八上比売（やがみひめ）に求婚するため、みんな揃っ

て因幡へと向かいます。八上比売争奪戦の始まりです。 

その中にはオオナムチの姿もありましたが、弱かったオオナムチは一番後ろで荷物

運びをさせられていました。パシリですね。 

因幡へ向かう途中、八十神たちは、毛がむしられて皮膚が真っ赤に腫れ上がって、

苦しんでいる白兎を見つけます。これが因幡の白兎です。 

苦しんでいる因幡の白兎に八十神たちはアドバイスします。 

（八十神たち） 

ウサギさんに良いことを教えよう。 

海水を浴びた後に風に当たって、乾燥させたら治るぜ（嘘） 
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信じた因幡の白兎はこれを実践しますが、むしろ逆効果。海水が乾くと皮膚はヒビ

だらけになり、全身に激痛が走りました。 

（因幡の白兎） 

うぅ、騙された・・・ 

パシリで後方にいたオオナムチは、悶え苦しんで泣いている因幡の白兎を見つけて

声をかけます。 

（オオナムチ） 

なぜ、あなたは泣いているのですか？ 

因幡の白兎は事情を説明します。 

（因幡の白兎） 

隠岐島から因幡へ行こうと思ったんだけど、海を渡れなくて困ったからワニを騙して

こんなことを言ったんだ。 

『ワニさん、私と一族の数を競いませんか。ワニさんが一族を引き連れて、隠岐島か

ら気多岬まで一列に並んで、私がその上を走りながら数を数えますよ。いざ勝負！』 

ワニさんはこの話に乗ってくれて、私は海を渡ることができました。でも、気多岬に着

いた瞬間、つい口を滑らせちゃったんです。 

『競争なんかするはずないじゃん。騙されてくれたおかげで海を渡れたわ ww』 

これにワニたちが激怒して、私は毛という毛を毟り取られてしまったんだ。そして苦し

んでいたところに、あなたの兄弟たちがやってきた。 

あなたの兄弟たちに「海水浴びれば超簡単に治るから！！」って言われてやってみ

たら、それが嘘で余計に苦しむハメになったんだ・・・。 

こうして因幡の白兎の説明は終わります。八十神も性格悪いけど、因幡の白兎もそ

れなりに腹黒いです。（白兎なのに） 

これを聞いたオオナムチは因幡の白兎にこう話します。 

（オオナムチ） 

まず川の水で体を洗いなさい。そして蒲（がま）の穂の花粉を体に着ければ、皮膚は

元どおりに回復しますよ 

オオナムチの言われたとおりすると、苦しみが途端に和らぎました。 

（因幡の白兎） 

オオナムチさん。ありがとう。 

あなたは今でこそパシリみたいなことをしているけれど、必ずや八上比売（やがみひ

め）と結ばれますよ。 

この因幡の白兎の発言は社交辞令でもお世辞でもなく、この予言は見事に的中す

ることになります。 

なぜかというと、因幡の白兎はただのウサギではなく、神の力を宿した神聖なウサギ

だったからです！！   チャンチャン 
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≪因幡の白兎から得られる教訓≫ 

因幡の白兎は読んで分かるとおり、まさに「情けは人の為ならず」という言葉のため

に作られたストーリー構成になっています。 

「情けは人の為ならず」 

人に対して情けを掛けておけば，巡り巡って自分に良い報いが返ってくるという意

味 

他にも、因幡の白兎が八十神に苦しめられるシーンは四文字熟語の「因果応報（い

んがおうほう）」が実にわかりやすく表現されています。 

「因果応報（いんがおうほう）」 

善い行いからは善い結果が得られ，悪い行いは悪い結果をもたらすという意味 

因幡の白兎の登場シーンはここまでですが、オオナムチの話はまだ続きます。 

因幡の白兎の予言通り、八上比売（やがみひめ）はオオナムチとの結婚を望むよう

になります。 

（八上比売） 

私はオオナムチと結婚したいの。他の八十神たちからの求婚は全て断ったわ。 

これを知った八十神たちは大激怒します。 

（八十神たち） 

オオナムチみたいな軟弱者と結婚するだと・・・！ 

絶対に許さん。オオナムチなど消し去ってやる。 

こうして、オオナムチは八十神たちに襲われて命を落とします。 

しかし、オオナムチはいろんな神々の助けを借りて何度も復活し、様々な試練を乗り

越え、たくましく成長していきます。 

そして、神々の助けを借りて強くなったオオナムチは八十神たちを倒し、地上界で

自分の国を造ることを決意します。 

オオナムチは大国主神（おおくにぬし）と名を改め、日本神話（古事記）は大国主神

による国造りのエピソードへと進んでいくのです。 

ちなみに、この時に大国主神が造った国は今でいう島根県の出雲市付近にあった

とされていて、この国に建てられたのが有名な出雲大社となります。 

つづく 

 

 

ロータリーの奉仕の精神（社会奉仕・職業奉仕）をよく表しているのではないかと、無

理くりに結び付け「因幡の腹黒白兎」をご紹介させていただきました。 

～あいうえを作文～ 

飛躍のうさぎ年ということですので、皆様の益々のご健勝とご繁栄を祈念いたしまし

て、年生まれのスピーチといたします。   ご清聴ありがとうございました。 


