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本日のプログラム 
 
点  鐘         幹事報告 

ロータリーソング      会長挨拶 

ビジター紹介      会員卓話 

出席報告        (小島 富雄会員) 

SAA 報告             ≪次週予告≫ 

諸報告               前期総括  

                                      (田中会長・松村幹事) 
 
 
2002～2003 年度  会長 田中 正躬    幹事 松村 仁寿 

≪例 会 場 ・ 例 会 日≫ 

〒303-0023 茨城県水海道市宝町 2790 常陽銀行水海道支店内 3F  

毎週 水曜日 12:30～13:30  ☎ 0297-22-1251 



例会報告 No.1921 11 月 20 日（水）曇り  （司会  青木正弘会員） 

 

本例会でのおもな事項 

＊会長挨拶        ＊会員卓話   (福田克比古会員) 
 
 
諸報告 
親睦委員会 (染谷秀雄委員長) 
忘年会のお知らせ  12月 19日(木) 午後 6時受付開始  

バスをご利用される方は 5時 30分に白井石油前に集合して下さい。 
親睦ゴルフ大会  12月 19日(木) 
新世代委員会 (染谷正昭委員長)  
11月 22日～24日に開催されますライラ・セミナーのお手伝いお願いします。 
お知らせ 
プログラム委員会 12月の例会予定 
12月 4日(水) 前期総括 田中会長・松村幹事 
12月 11日(水) 会員卓話 未定 
12月 19日(木) 移動例会 忘年会 於:水海道ゴルフクラブ 午後 6時より 
12月 25日(水) 前期事業報告 
 
幹事報告   （秋田政夫副幹事） 
週報受理     つくばシティＲＣ 
例会変更通知受理  なし 
境 RC より 35 周年式典の案内が来ております。(田中会長・松村幹事 出席) 

 

会長挨拶  （田中正躬会長） 

 2001～02 年度中、西欧のロータリーは目覚しく成長しました。ギリシャでは 15%、イタリアと

スペインでは 7%以上、オーストリアとドイツでは 5%以上、ベルギーとイングランドは 3％以上、

フランス、オランダ、スコットランド、ウェールズは夫々2%の成長を遂げました。この成長は、

世界中のロータリー会員増加率 4.6%という驚くべき数字に大きく貢献しました。将来の課題は会

員の退会防止ですが、この分野においても、西欧のロータリーは大いに強さを見せています。RI

が最近行った調査によると、世界の複数の地域において、退会したロータリアンの 50％以上は在

籍期間が 3年以下の会員でした。ヨーロッパでは、この数字がわずか 14%です。 

ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ、スイスそしてフランスの一部を担当する RI 会員組織コー

ディネーターのガス・アノキー氏は「ヨーロッパのクラブは、クラブの質を高めたり、ロータリ

ーの輝かしい評判を保つことの出来そうな会員候補を徹底的に調査することに拘ったのです。」と

述べています。「このような膨大な時間を要する手続きの中で、私達は、候補者に結局「No」と言

われてしまうリスクに直面しました。しかし、このリスクを私達は進んで受け入れました。とい

うのも、「Yes」と言ってくれる候補者こそがクラブの会員として完璧であり、従ってクラブの活

力を高めてくれるのだということを、私達は知っていたからです」と認めています。さらに、「ヨ



ーロッパの人々は、ロータリーの会員増強を真剣に受け止めていると思います。ロータリークラ

ブの一員であることは名誉なのです」と言っております。 

 日本には「年寄りの冷や水」という言葉もありますが、最近アメリカで発表された幾つもの研

究結果で、人は特に何も故障がなければ、高齢者にも運動は有意義であり、しかも、かなり高齢

になって始めても十分にメリットがあることが証明されました。長い間ずっと運動をせず、酸素

呼吸能力も最低レベルだった 50 歳のひとが、定期的に運動を始めたら、約半年で 20 歳相当の酸

素呼吸能力を回復したという報告もあります。 

ボストンにあるタフト大学の研究では、90 歳の老人が 2 ヶ月のウエイトトレーニング(バーベル

使用の筋力強化トレーニング)で 174%もの筋力強化に成功したといいます。ある種の肉体的問題

の対策として、あるいは、病気や手術後のリハビリの手段としても規則的運動は効果が大きいと

されています。 

多くの研究は定期的運動量として、1 日 20～60 分、週 3～5 回がいいとしています。高齢者向き

の運動として、太極拳、ヨガ、水中エアロビクス、ウエイトトレーニング、トレッドミル(ベルト

状歩行器)などをあげる研究が多いようです。 

 

卓  話 (福田克比古会員) 

 本日 2 回目の卓話ということで、先般ポスターを配らせていただきまし

た。 

菅原道真公没後 1100 年(西暦 903 年 2 月 25 日(陰暦)にお亡くなりに

なっています。)ということで、全国の天満宮で今年 3 月か 4 月にあちこ

ちで大祭が行われています。私のところでは、いろいろな事情があり秋

まで延ばしました。 

裏の境内を拡張して報恩寺との縁のお鯉様の池を復活させました。 

御神体が道真公の御遺骨なので、それを納める御廟をつくることになり、御廟天神画に基づいてお墓の

形を直径 1100 ミリの宝珠と決めました。また、安楽寺(元三大師)との深い繋がりがあるので神前法要が入

っています。23 日～25 日に行われます内容は次の通りです。 

日      程  

１１月２３日(土)    ９時００分    菅公御廟所清祓祭及び大国社・厳島社遷座祭 

１１時００分   菅公御神忌千百年大祭記念 第一期事業完工奉告祭 

１６時００分   菅公御遺骨奉遷祭 

 ２４日(日) ９時３０分    菅公御神忌千百年大祭式典（菩提寺《安楽寺》神前法要） 

              １３時００分   奉納演芸 

              １４時００分   稚児社参行列 

     ２５日(月) １０時００分   菅公御神忌千百年大祈祷祭 

                      （恒例の秋季大祭・新穀感謝祭も兼ねる） 

             １３時００分   奉納神楽 

なぜ、道真公が神様になったのか。  

天神様イコール学問の神様と言われていますが、学問の神様だけでいいのかなと私はつくづく思

います。仏教的なものの考え方なんですが、「本地垂迹説」で本地とは、神様になる前の姿で、道

真公は十一面観世音である。「十一面観世音とは、救済者としての観世音菩薩の種々の能力を 11



の顔で表したもの。前 3 面を慈悲面、左 3 面を瞋怒、右 3 面を狗牙上出面、後ろの 1 面を暴悪大

笑面、頂上を仏面とする。本面を加えて十一面とするもの、本面以外に十一面あるものがあり、

その表情や位置には種々の変化がある。いずれもその冠の中に阿弥陀の化仏がある。」というよう

に人生の生き様を表しています。 

道真公が九州に流されたのが原因で京都に色々な事が起こり、恨みではと思うようになり、道真

公の霊をなぐさめるために神として祀った。 

本来は恐ろしい神様なんだということにもとづいて、道真公のように生きたい、生きる人生の教

訓的な神様として祀られました。 

いつのまにか学問の神様になってしまいました。室町以降寺子屋が発達して寺子屋の守り神に。

読み書きそろばんを教えただけでなく、人生訓をかたるのも寺子屋だった。そういうところの守

り神だったのが、だんだん学問だけになってしまった。学校へ行っているときだけが勉強ではな

く、一生勉強だろう、そういうところの守り神であるべきなのではと私は思うのです。 

大変今の時代にもあう神様ではないかと思います。 

機会がありましたら、お参りいただけたらと思います。 

 

出席報告 （古谷栄一委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

５４名 ３８名 １６名 ３名 ２名 

 

   

出席率 ７０．３７％ 

ニコニコボックス （鯉沼和義委員） 

例会欠席しました。 小島・田上・青木清 各会員 

早退します。 熊谷会員 

福田・田上・染谷秀・田中 各会員より

入金計 ￥１２,０００  累 計 ￥８８７,０００ 
 

RI ニュースから 

アフリカで 8,000 万人以上の子どもたちが予防接種の対象となっています 

5歳未満の子ども8,000万人を対象とした、アフリカ16か国での予防接種運動は、ポリオウイルスが残

る地域をさらに狭くしています。 

世界保健機関（ＷＨＯ）によると、最近終了した、3 段階のボリオワクチン接種運動によって、コンゴ（旧

ザイール）東部の900万人以上の子どもたちに予防接種を実施しました。これまでロータリーは、コンゴ

でのポリオ撲滅運動に、米貨1,220万ドルを超える貢献をしてきました。2000年以来、この国では、ポリ

オの症例が確認されていません。 

西アフリカでは、15 か国におよぶ、7,000 万人の子どもにワクチン接種をするという目標の下、11 月 9

～15 日に第 2回国民予防接種の日を実施します 

 
 

会報委員会   委員長 山崎善市   副委員長 竹村菊雄    委員 砂長 治 


