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第２３５７回 例会 第一回例会（7月 3日） 

●点鐘 島崎政敏会長 

●国歌斉唱、ロタリーソング斉唱 

●四つのテスト唱和 

●会長の時間 島崎政敏会長 

●役員選任式 

●幹事報告 

●委員会報告 

●入会式 

●結婚・誕生祝 

●委員会方針発表 

●出席奨励・スマイル委員会 

●点鐘 島崎政敏会長 

点  鐘 

 

会 長 の 時 間 

 

皆さん こんにちは。 新年度のスタートにあたって 大変多

勢のご出席を頂きありがとうございます。 

今年度は日本に於けるロータリークラブとは 日本的ロータリ

ークラブとは どんな姿 ・ 形 ・内容が相応しいのか一年かけ

て考えてみたい、それが全国で会員減少が続くロータリー再 

生への道かと思っていますので、私は多分会長の時間では た

まにはゴルフの話しもするかと思いますが 歴史に関することや

日本人論などを多く話すことになるだろうと思っています。 

歴史にもしもがあったらということで思いをめぐらせていくと 結

構楽しいものですが、例えば織田信長があの本能寺の変を

切り抜けていたら その後の日本はどうなっていただろう なんて

のは多くの人が考えることかと思いますが、今日はそれよりさら

に遡ってみます。 

もしも 1192 年（1185 年説もありますが） に鎌倉幕府とい

う武家政権が成立していなかったら 日本はどうなっていたでし

ょうか？ この頃中国では元というモンゴル人の大帝国が出現

しています。 平安末期の王朝貴族政権は全くの無責任 統

治能力なしの政府でした。もしもこれがあと 80 年ダラダラと続

いていたらどうでしょう、日本を黄金の国ジパングと思い込んだ

皇帝クビライによる東征、日本から見れば蒙古襲来 ・ 元寇 

という二度に亘る中国朝鮮連合軍の攻撃に対し、日本は組

織的な防戦などとても出来なかったろうと思います。 特に 2回

目の弘安の役では戦艦 4400 艘、水夫を除いた将兵 14 万

人 という当時としては 世界史上最大規模の艦隊で攻めて

来ていますから、おそらくあっけなく負けていたんじゃないでしょう

か。 

神風が吹いて元軍の船の大半が沈んでしまったから助かっ

た とも言われていますが、それも日本軍の抵抗が予想以上

で夜になってもしきりに夜襲などをかけてくるので  2 ヶ月以上

も戦闘が続いて 元軍は占領した小島以外では陸上での野

営も出来ず、 夜は比較的安全な船に引き上げて海上で休

む ということを繰り返しているうちに台風に見舞われてしまった

という事のようです。 

つまり その時もしも鎌倉幕府という責任政府がなかったら 

日本は 800 年も前に中国の植民地か属国になっていた訳で

して、そうなると明治維新も近代国家もないですから 李氏朝

鮮の韓国よりももっと遅れた国になっていたかもしれない。 

そう考えますと 鎌倉幕府よく間に合ってくれました。 頼朝さ

んそして北条氏の歴代の皆さん本当によく頑張ってくれました 
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というまさに感謝の気持ちになる訳です。 

その鎌倉幕府、絶対的存在であった源頼朝が亡くなって、

じきに源氏の直系も途絶えてこれといった権威もない伊豆の

一豪族にすぎなかった北条氏を中心とする政権に移行してい

った訳ですが、ここに執権と連署プラス 11 人の実力者による

評定衆という合計 13 名の合議制の最高決議機関が設けら

れます。 

今日お配りした文書は その評定衆が有名な御成敗式目

５１ヶ条を制定する際にサインした起請文、つまり誓約書の文

言です。 今の私達でもほとんど理解出来る内容ですから是

非読んでみて下さい。相当に緊張感あふれる文章かと思いま

す。 

私もロータリーの会長として、ロータリーに昔の輝きを取り戻

したい 陽をまた昇らせたい と思うなら それなりの覚悟も必要

と思いまして、この鎌倉幕府の評定衆に倣って 理事会の皆さ

んにお願いし、 「私達は理非のみに依って発言します 先輩

諸兄の志に誓ってクラブの為一致協力します」 という起請文

を入れた連判状にサインを頂きました。  

 

（それがこれです） 

連判状に署名をしたからにはこれでもう一味同心という訳です。 

その理非のみに依って発言する理事会での活発な意見交

換こそ もう一度輝きを取り戻す為の第一歩と考えています。 

そしてその様子を会員の皆さんにも見てもらえるよう、議事録

をネット会報の会員専用ページに掲載していきます。 問題意

識を共有したいですし、なるほど という意見が沢山出ていまし

て かなり面白いですから是非ご覧ください。 

それからもう一つ、今年度 理事会を開くたびにお一人ずつ

理事さんから ロータリーのこれからについてご意見を頂いており

ます。 これ迄 永島さん、蔭山さんのお二人から頂き今日は

諸貫さんのご意見を頂戴しました。 これもネットで見れるよう

にします。是非ご覧ください。 

固い話しばかりではつまらないですから 少し楽しい話しもさ

せて頂きます。 

今年度はクラブ奉仕の分野に於いて我が国の伝統的文化

理想を体感出来る時空に身を置くような移動例会を数多く

催します というように基本方針に書きました。 

具体的には文化教養委員会で４回、親睦委員会で２回、

プログラム委員会で１回 合計７回の移動例会を企画致しま

すが そのうちのプログラム委員会による自衛隊入間基地見

学以外は全て、私がこれ迄に行ってみて、本当にいい所があ

るなあ、 日本の伝統文化は何て素敵ですばらしいんだろうと

感じた空間です。 決して特別高級なお店という訳でもなく、

それでいて長年の歴史がかもし出す極上の雰囲気、料理は

勿論美味しい、一度行ったら忘れられない、もう一度行きたい

なあ という処に次々とご案内させて頂きます。 

移動例会に是非ともご参加をお願いします。 

なんとかして陽をまた昇らせたい、面白い一年にしたいと思

っております。 

どうぞ皆様、これから一年間 ご協力をお願い申し上げます。 

 

役 員 選 任 式 
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幹 事 報 告 

 

碓井勝也幹事 

＜１＞理事会にて以下の議案がすべて承認されました 

・前回議事録承認の件 

・８月プログラム承認の件 

・会費徴収時期の件（７月 17日と１月 15日） 

・出席規定免除資格会員承認の件（19名） 

・炉辺会合とメーキャップの件    

委員会炉辺出席はメーキャップに決定しました。事前に

会長幹事に報告ください 

・明治大学マンドリンクラブ演奏会後援の件 

・新入会員の推薦がありました 

＜２＞前年度入会承認のあった、山本正幸さん、松岡保さ

ん すべての手続きが完了し本日入会式を行います 歓迎い

たします。 

＜３＞新入会員の推薦が１名あり、職業分類委員会 

     会員選考委員会へ付託し審査して頂きます。 

 

※島﨑会長より食事のときに使用した箸と箸置きが寄贈され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 会 報 告 

 

倉持好二郎出席奨励・スマイル委員長 

 

小松和弘クラブ会報委員長 

 

入 会 式 

 

山本正幸会員 

 

松岡保会員 
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結 婚 ・誕 生 祝 

 

今月の誕生祝は中島会員、野口会員、湯本会員、横田会

員です。 

 

委員会方針発表 

 

古沢勇治 SAA 

 

持田朋春 児童交流委員長 

 

冨田久雄 留学生交換委員長 

 

湯本茂作 財団・米山委員長 

 

小菅克祥 ロータリー文庫・スクールバンド委員長 

 

出席状況報告 

 

倉持好二郎 出席奨励・スマイル委員長 

T 

A 

正会員数 

85年規定承認者 

57名 

19名 

A 理事会欠席承認者  

P 本日の出席者 41名 

B 各承認者の例会出席者 10名 

MU 本日のメーキャップ者  

本日の出席率 85％ 
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ニ コ ニ コ 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小山会員 島﨑・碓井丸、いよいよ出航です。実

りあるロータリーの旅を楽しんでくださ

い。山本会員歓迎します。 

福島会員 島﨑・碓井年度の船出を祝す 

山本（正）会員   入会初回出席ということで 

阿部会員 島﨑新会長、幹事の碓井さん。一年

間頑張って下さい。応援していきま

す。 

大久保会員 島﨑年度 1 年間お世話になります。

一味同心期待しております。 

黒渕会員 福島年度の最終コンペで準優勝でき

ました。島﨑年度スタートおめでとう。

本年度もコンペで優勝を目指します。 

 

湯本会員 島﨑政敏会長、碓井勝也幹事の年

度のスタートを祝して。 

小川会員 島﨑・碓井年度の錢に 

諸貫会員 島﨑（丸）の出航、おめでとうございま

す。 

大谷会員 サッカー日本代表の応援エネルギーが

かなり余っています！島﨑・碓井年度

に全エネルギーを費やします！ 

山田会員 島﨑年度のスタートを祝します 

宮内会員 島﨑・碓井年度のスタートおめでとうご

ざいます。本年のご活躍お祈りいたし

ます。 

以下同文の方 持田会員、横田会員、南川会員、

野口会員 

※本日のニコニコは 44,000円でした。ありがとうございました。 

 

点 鐘 

※例会終了後の全体写真です 

 


