
会長　遠田　公夫君

ごく少ない西武ファンの皆様、優勝おめでと
うございます。薄氷を踏むような勝利でしたが、
渡辺監督の調子の良い者を優先的に使ってゆく
姿勢と、原監督のビッグネームにこだわった用
兵など色々と取りざたされておりました。経済
人らしく登録選手の年俸で比べてみると、巨人
が42億円に対し西武は13億円、実に3倍以上の年
俸格差があります。それでもリーダーと選手が
一丸となれば優勝できるのは、我々、中小企業
にも大きな勇気を頂きました。月給15万円の社
員が45万円の社員に勝ったようなもの、と屁理
屈を言いながら社員に一句届けました。「給料を
言うな！真似しろ！ライオンズ」。
さて、今日はライオンズ関連のレオプラザホ

テルで新入会員研修会が開催されます。講師は、
立石徳雄さん、福田金治さん、円田　昭さんで
す。個性的なお三方のお話を楽しみに、多くの
新入会員の参加をお待ち申しあげます。
又、地区大会の目玉である、森山良子さんの

コンサートチケットにつきまして、過日、一人
一人に確実な枚数を尋ねたにも拘わらず、大会
本部の読み違いで、当クラブが希望した枚数に
届かぬ数が送られて来ました。一般市民優先と
いうガバナー事務所の方針をご理解の上、ご寛容
くださいますようお願いいたします。逆にルー
大柴氏の教育パネルディスカッションにお越し
くださいますようお願いし挨拶といたします。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
佐世保南RC 池田　友己君

幹事　木村　公康君

１．第2740地区ガバナー 鈴木　泰彦君

国際ロータリー理事 小沢一彦氏より李 東建RI
会長の書簡が届きました。会員数世界第2位を誇る
日本のRCがインドに追い越されたという内容。

２．2008-2009年度地区大会

大会実行委員長　圓田　　治君

大会幹事　岡崎　公一君

地区大会の最終ご案内

①名札：登録受付にてお受け取りください。
②登録受付：アルカスSASEBO 1階交流スクエ
アに代表が取りにお越しください。
③会場内座席：第5・6グループ、新世代は大ホ
ール2階自由席
④分科会：参加をお願い致しましたロータリ
アン
⑤友愛コーナー（喫茶）15日貍
2階大ホール中央　11:00～16:40
⑥駐車場：臨時駐車場　アルカスSASEBO裏
桟橋方面（配布駐車カードを車フロントにご
提示ください）

（1）

平成　00 年　00 月　00 日　　　　　　　第　0,000 回例会　　　　　　　　　　　NO20 11 12 2,864 18

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者出席　　名・欠席　　名・ビジター　　名・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・メークアップ　　名 修正出席率 ％

81

81

23

23

46 14 112 74.10

98.6043 14

会　長　挨　拶 例 会 記 録

幹 事 報 告

2008～2009年度テーマ Make  Dreams  Real　― 夢をかたちに ― 
2008～2009年度  R.I.会長 李東建（韓国 ソウル漢江RC） 
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⑦森山良子チャリティーコンサートチケットのお
詫びと『チャリティー』のお願い

３．佐世保東ロータリークラブ
会長　志久　雄三君

社会奉仕委員長　樋口　　勉君

光の子福祉会 法人設立35周年感謝会の講演ご

案内

日時／平成20年11月19日貉
開場12:30 開演13:00

場所／アルカスSASEBO 大ホール
講演／日野原重明氏聖路加国際病院理事長

「未来の子供作りと大人・老人の役割」
うた／歌手　沢　知恵氏

４．台南ロータリークラブ

台南扶輪社2007-2008年度　季刊合訂版
（季刊綴じ込み班）

■クラブ奉仕委員長 加納洋二郎君

本日18:00よりレオプラザホテルにおいて新会
員研修会が開催されます。また、終了後同場所
にて歓迎懇親会が開催されます。楽しい新旧会
員の交流の場と致したく、皆さんのご出席の程
宜しくお願いいたします。

親睦活動委員会　児玉　孝雄君

○今月の誕生祝い
井上　斉爾君（3日）
福田　金治君（4日）
武井　洋一君（15日）
闍田　俊夫君（18日）
松尾　文隆君（22日）
加藤　陽一君（29日）

親睦活動委員会　児玉　孝雄君

児玉　孝雄君

本日、卓話をさせて頂きます。貴重なお時間
を頂きありがとうございます。

遠田　公夫会長、松尾　文隆副幹事

米倉洋一郎君、納所　佳民君

加納洋二郎君、古賀　　巖君

吉富　誠也君、松尾　慶一君

中川内眞三君、千住　雅博君

児玉さんの卓話に期待して。

田中　龍治君

経済の冷え込み、韓国ウォン安の影響をもろ
に受け、大苦戦いたしております。私自身も営
業に飛び廻る毎日で、ロータリークラブの皆様
にはご迷惑をおかけいたします。
努めてメイクアップいたしておりますので、

当分の間は寛大なるご配慮をいただきますよう
お願いいたします。

才木　邦夫君

朗遊会にて初優勝させていただきました。

玉野　哲雄君

朗遊会にて入賞（2位）しましたので。

井上　斉爾君、福田　金治君、F田　俊夫君

松尾　文隆君、加藤　陽一君

誕生祝いありがとうございます。
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委 員 会 報 告

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 20,000円

累　　計 427,000円

◇

慶　　　祝
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納所　佳民君

「ロータリーとは」

●ロータリーの誕生とその成長

20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済
の発展の陰で、商業道徳の欠如が目につくよう
になっていました。
ちょうどそのころ、ここに事務所を構えてい

た青年弁護士ポール・ハリスはこの風潮に堪えか
ね、友人3人と語らって、お互いに信頼のできる
公正な取り引きをし、仕事上の付き合いがその
まま親友関係にまで発展するような仲間を増や
したい、という趣旨でロータリークラブという
会合を考えました。ロータリーとは集会を各自
の事務所持ち回りで順番に開くことから名付け
られたものです。
こうして1905年2月23日にシカゴロータリーク

ラブが誕生しました。
それからは、志を同じくするクラブが、つぎ

つぎ各地に生まれて、国境を越え、今では200以
上の国と地域に広がり、クラブ数33,049、会員総
数 1,228,810人（2008年5月31日RI公式発表）に達
しています。

●日本のロータリー

わが国最初のロータリークラブは、1920（大正
9）年10月20日に創立された東京ロータリークラ
ブで、翌1921年4月1日に、世界で855番目のクラ
ブとして、国際ロータリーに加盟が承認されま
した。
その後、日本のロータリーは、第2次世界大戦

の波に洗われて、1940年に国際ロータリーから
脱退します。戦後1949年3月になって、再び復帰
加盟しますが、この時、復帰に尽力してくれた
のが国際ロータリーの第3代事務総長ジョージ・
ミーンズでした。
その後の日本におけるロータリーの拡大発展

は目覚ましいものがあります。ロータリー財団
への貢献も抜群で、今や国際ロータリーにおけ
る日本の地位は不動のものになりました。現在、
日本全体でのクラブ数は2,309、会員数95,905人
（2008年8月末現在）となっています。

『お風呂の起源』

会員　児玉　孝雄君

今日はお風呂について少々お話
をさせていただく予定です。
それでは、日本人がその昔、どのような入浴

をしていたかを繙
ひもと

いてみたいと思います。

〈日本の風呂の起源はサウナ風呂〉

①日本人は河川や、湖水や、雨水を使い、汗や
垢、また汚れを落としたり、夏の暑さに対し涼
をとったりするために、原始の時代から水浴を
行なっていました。
これらの行為は、からだだけではなく、心ま

で洗い清めるということから信仰と関連して、
慣習や儀式へと発展したものもありました。み
そぎ、というものもその一つです。
これは信仰上の参拝儀式や、祈願や大事にあ

たっての心構えとして身心の洗浄のために行な
われたものです。

日本の風呂の起源は蒸気浴をおこなうサウナ
風呂であったといえます。
蒸気浴は密封された場所でおこなうのが効果

的です。そのため、その場所を「室」と呼び、
蒸気浴で発汗を川や井戸水または、かたわらに
貯めた水や湯で洗い流したりしました。
室すなわち、石窟を利用した蒸気浴の代表例は

石風呂と呼ばれ、瀬戸内海各地に残っています。

②仏教では、入浴によって七病を除き七福を得
るという教えを、一般に普及させるための布教
手段として、温泉と寺院の浴堂とが相補完しあ
って活用されたようです。

当時の入浴は今言いましたように、神道や仏
教の教えと結びついた宗教的行為だったと言え
ます。
中世までの湯によって体を清潔にしたり、健

康にしたりすることに主な目的があったのでは
なく、湯で蒸したり、または、湯を浴びたりす
ることが、そのまま、仏教的な功徳による病気

卓　　話ロータリー3分間情報



（今週の担当　原口　増穂）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

卓話　　　長崎県北振興局
局長　高尾　　潤様
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の治療につながっていたのであります。それは、
はじめから宗教行為であって、今日的な健康、
清潔とは異なっていたのでした。
先進地域である関西の寺院においても、湯を

釜から湯船に取り、これを汲んで浴びる「取り
湯」の方法でした。

現代では風呂に入るというと、浴槽にお湯を
貯め、からだを浸し、洗い場でからだを洗うよ
うな施設になっていますが、江戸時代までは、
このような入浴法は、湯あみと呼ばれ、一般に
風呂というのは、蒸気浴を行なう場所をさして
いました。湯あみをおこなう湯屋と蒸気浴をお
こなう風呂屋を分けて表現していたのです。

大湯屋に、うわさを聞きつけて人々が次々に集
まり、境内に別に一般向けの大きな浴場を設ける
ようになり、これが、銭湯の起源であります。
銭湯は、町湯ともいい、各家のお湯殿（風呂場）
と区別して、このように呼ばれました。
お湯殿の方は無料ですが、大湯屋すなわち、

銭湯は有料です。つまり、湯銭をとるから銭湯
といったのです。

〈江戸時代の銭湯百景〉

そして、江戸時代になりますと、江戸っ子と
銭湯とは切り離せなくなります。それも道理、
家康が江戸に入った翌年1591年天正19年に早く
も湯屋が開業しています。

〈女湯の誕生〉

銭湯ができた当初は混浴で、男湯と女湯の区
別はつけていません。これを「入込湯」又は
「打ち込み湯」と称していました。しかし、とき
どき風紀上問題となり、老中・松平定信による
寛政の改革により、寛政3年（1791）正月27日、
入込湯が厳禁となりました。
江戸時代の法令は「三日法度」といって三日

程度しか守られないといわれたぐらい、一般庶
民に無視される場合が多かったようです。まし

て風俗習慣を一夜にして変えることは無理とい
うものでした。かりに入込湯に痴漢がいたら、
彼女たちは本能的にそれは察知してそばへ近づ
かなかったし、仕事を終えた夫婦が連れだって、
しまい湯に行き、ここで互いに背を流し合うの
も愛情のしるしであり、一日の疲れも抜け去る
こともできたでありましょう。
また「大丈夫入込の湯でした見合」とか「念

のため湯屋で仲人見合いさせ」といった川柳ど
おり、互いに裸になっての見合いができ、その
成功率も高かったといいます。

また、当時の営業時間は、火の用心のため、
明け六つ（午前6時）から暮れ六つ（午後6時）と定
められていたようです。そして、昼間の風呂屋
は夜ともなれば、茶屋と変わり、湯女は三味線
を手にして遊客を待ち、酒場に変身し、ドンチ
ャン騒ぎの如くなったのでした。そのため、遊
客の多くが、こうした湯女風呂に集まり、幕府
公認の吉原が閑古鳥が鳴くようになりました。
この湯女風呂はだんだんと大きくなり、2階建て
の湯屋まで建つようになりました。

文禄16年（1703年）の大震災で自然消滅のかた
ちとなり、江戸の銭湯はしばらく、火の消えた
状態になったということです。

ご静聴、ありがとうございました。


