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前回のニコニコ
前回のニコニコ
￥24,000
￥0

前期会費預かり分
全期預かり分
￥0
￥1,590,000

今年度累計
今年度累計
￥3,￥236,000
063,000

ミツバチと蓮花 撮影地：橿原市藤原京祉 撮影者：井上重行

ニコニコ報告
第 1155 回

2015 年 8 月 27 日（木）

澤

光彦君

ました。今日から鼻まわりを小綺

1 開会点鐘

麗にします。

2 ソング「あざみの歌」
島田

3 お客様紹介

悦治君

久保真須夫君

4 会食

誕生祝いありがとうございました。
お盆休みの間に初孫が生まれまし
た。可愛い女の子です。

5 会長報告
小西

6 幹事報告

泰秀君

最近、息子が声変わりしてきたよ
うですが、まだまだ先は長いです。

7 出席報告

深井 泰俊君 久しぶりに出席しました。

8 ニコニコ報告
9 委員会報告

会長挨拶

10 本日の卓話

○先日 15 日、70 年目の終戦（敗戦）記念日を迎え

「
『Let it go』 or 『Let it be』
」

ました。いろいろな特集が組まれ、その中で、千

野島 誠一会員
11 閉会点鐘

1154 回報告

誕生日のお祝いありがとうござい

玄室さんの言葉「私の戦後は自分が死ぬまで終わ
らない」とあり、感銘を受けました。
私は以前、南京大虐殺記念館に 2 度行きました

2015 年 8 月 20 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

ソング

が、そこで私は大虐殺はなかったと確信しました。
飾られている写真などはほとんど無関係のものば
かりでした。

「四つのテスト」
ソングリーダー

歴史は政治のために見るのではなく、真実をよ
岩井

常二会員

ビジター

く調べて検証するものだとつくづく感じました。

幹事報告

吉田 浩巳君（橿原 RC）
南
昌一君（五條 RC）

○新入会員推薦バッジ授与

浅田会員

○ロータリーリーダーシップ研究会

出席報告

パートⅠ修了証授与 吉川エレクト会長
全会員

免除者

出席者

MU

出席率%

○公益財団法人寄付金領収証について

第 1154 回

57

23

35(14)

3

79.17
津％

○和田会員の病状について

第 1152 回

57

22

42(14)

4

93.88
率％

回
4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

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

●例会場
橿原ロイヤルホテル

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885

●URL: http://asuka-rc.jp/
●e-mail: info@asuka-rc.jp

委員会報告

前回お話しした万葉集は 130 年間で 4516 首、天
8 月お誕生日
3 日 吉野会員
7 日 島田会員
8 日 中西会員
22 日 澤 会員
26 日 杉本会員

皇から民衆までいろいろな人たちが歌を残しました。
世界にはもっと古い文学書が沢山ありますが、せい
ぜい数名の著者で書かれています。万葉集は本当に
世界に誇れる日本の文学作品だと思います。
この様にいろいろな「道」がありますが、今日は
近代日本の「戦争の道」を主体としてお話しします。
1868 年鳥羽伏見の戦い、1894 年(明治 27 年)日清

次回の例会

戦争、1904 年（明治 37 年）日露戦争を経験してい

「ローターアクトクラブ説明 意義・活動報告」
地区ローターアクト代表
山本 真菜様（奈良 RAC 所属）

ます。日露戦争はご承知の通り、ロシアが中国の資
源を狙い鉄道による侵略をする中、東郷平八郎が連
合艦隊を率いて日本海でロシアのバルチック艦隊を
破って日本国土が護られた戦いです。1914 年(大正 3
年)には第一次世界大戦、1939 年(昭和 14 年)には第

「古代の道と
都造りの道への思いは今も続く」

二次世界大戦に参戦し明治、大正、昭和と 80 年間に
かけて、国運を左右する戦いを経験しました。今の
国際情勢は変わりつつあると思います。確かに、戦
争というものには功罪があると思います。
「功罪相半

橿原文化協会
会長 戸田 守亮様

ばする」と言葉あります様に、戦争もこの言葉で表
現されることもあります。
264 年続いた徳川幕府は 15 代将軍徳川慶喜が江戸
城を無血開城しました。その経緯は、長州薩摩の勤

日本の国土は約 38 万㎡で、北海道から長崎まで約

王の獅子と呼ばれた人たちが連合を組んで江戸を目

3,000 ㎞。これが日本のだいたいの大きさです。古代

指しました。その総大将が西郷隆盛です。西郷隆盛

の歴史を振り返ってみますと、色々な「道」があり

が江戸を目指して京都に集結し三条大橋にさしかか

ます。遣唐使の道、戦争の道、そして文化芸術、宗

った時、一人の尼 太田垣蓮月が短歌を渡しました。

教、その他いろいろな「道」があります。
ご承知の通り「道」と言う字は、首を運ぶと書き、

「うつ人もうたるる人も心せよ

非常に厳しい字です。漢字を研究されている白井先

同じ御国の御民ならずや」

生によると、道の語源は “異邦人の首を携えて切り
開いていく”とのことです。「みち」には他に「路」
という漢字もあります。これは足で歩いて交流する
という意味です。また、
「途」は余った物を運輸する
という意味です。一番意味の強いのが「道」です。
この「道」の意味から考えますと古代の人たちは自
分の命をかけて、宗教の道、政治の道、行政の道、
あるいは芸術の道（音楽や文学）を歩んできたと思
います。文学で言えば、芭蕉は短歌の道ですね。こ
の人も自分の「道」を深めた一人と言えるでしょう。

その歌に心打たれた西郷隆盛は「人々が無駄に命
を落とすようなことは避けなければならない」と思
慮し、命を懸けて幕府側の勝海舟らと話し合いをも
ち、幕府側の降伏条件を受け入れ江戸城は無血開城
しました。
このように人間愛によって戦いが避けられた歴史
が日本にはございます。

