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そして社会的にも、全てが満たされた状態にあ
ること」としています。
　最近ではこの健康を手に入れ、保つために「予
防」の考え方が主流になっています。「病気」に
なってから「治療」するよりも、病気にならない
ように「予防」することで、人々がより幸福にな
るという事です。多分に「医療費抑制」の観点か
らの発想かもしれませんが、いわゆる「予防医
学」に期待が集まっています。「健康のためなら
死んでもいい」といった行き過ぎた健康志向に
付け込み、消費者トラブルを起こしている「サプ
リメント商法」もあるようで、この点では注意
が必要だと思います。
　私たち企業を経営する立場からは、企業の発
展・継続のためにも、自身はもとより従業員の健
康についても気を配り、経営的にも実体的にも
「健康体の企業」を目指す事が必要だと考えます。

〔理事会報告〕
1．10月4日	 観月例会	収支報告【承認】
2．11月15日	 新会員研修会並びに新会員歓迎懇親会
	 収支報告【承認】
3．平成30年1月24日
　長寿祈願祭並びに祝賀会予算案【承認】

4．新会員候補者入会手続きの件【承認】
5．平成30年2月21日
　創立記念例会は通常例会として行う

6．１月例会プログラム【承認】

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　東京四谷RC	 伊賀　靜雄さん
　長崎RC	 壹

い き

岐　　正さん

	 会長　富永　雅弘
　今月は「疾病予防と治療の月
間」です。地域社会の医療従事
者の能力向上、疾病予防プログ
ラム･医療インフラの改善、地域
住民への医療知識の教育、医療
専門職業人のための奨学金支援
を強調する月間とされています。ちなみに次週
例会では、地区米山記念奨学生として私たちが
奨学金の支援をしている、カザフスタン出身の
長崎大学医科学コースに在学中のミセイエフ･ア
ルタイさんの卓話の予定となっています。
　世界の中でも日本は長寿社会で、2017年7月
に発表された日本人の平均寿命は、男性が80.98
歳、女性が87.14歳で共に香港に次いで世界2位
となっています。しかしながら、以前は日本人
の平均寿命は欧米に比べても長くはなく、明治
時代の男女の平均寿命は43歳、大正時代が46歳
となっており、むしろ世界では寿命の短い国に
分類されていました。しかし、昭和50年にスウ
ェーデンを抜いて当時の世界一の長寿国になっ
て以降、世界的な長寿国となっています。
　戦後、生活環境の改善により日本人の栄養状
況が良くなったのと併せて、感染症による死亡
率の低下、母子保健の充実により乳幼児･新生児
の死亡率の劇的な低下が大きな要因となったと
いわれています。
　近年では単なる「寿命」とは別に、「健康寿命」
という概念が広まっています。WHO世界保健機
構では、健康寿命の定義を「健康上の問題で日
常生活が制限されることなく生活できる期間」
としています。また、WHO憲章では「健康」の
定義を「健康とは病気でないとか、弱っていな
いという事ではなく、肉体的にも精神的にも、
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また、イベントとしてビンゴ大会を行いますの
で、クラブの皆さんにはそれぞれの企業ならで
はの賞品の提供をよろしくお願いします。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　有薗　良太
西海学園IAC歳末たすけあい街頭募金報告
　12月3日㈰12:00〜13:30まで四
ヶ町アーケード親和銀行本店前
にて街頭募金を行いました。
　西海学園インターアクター、
特別進学コースの生徒のほか、
一般の生徒、合わせて27名が参
加しました。当日は多くの方々に募金していた
だき、57,633円の義援金が集まりました。
　12月5日㈫には長崎新聞社佐世保支社に、イン
ターアクト2名、先生2名、ロータリアン1名で伺
い、歳末たすけあい募金として日本赤十字社へ
送金していただきました。

■資金推進・財団・米山委員会
委員長　菅沼宏比古

　大神邦明会員より、（公財）ロー
タリー米山記念奨学会へ特別寄
付をいただきました。

■2018-2019年度国際ロータリー第2740地区
　ガバナー月信委員会	 委員長　中村　徳裕
　11月18日㈯に佐賀文化会館で
開催された地区大会には、多数
の皆さまにご出席をいただき、
次年度佐世保開催の地区大会PR
をステージ上で盛大に行うこと
ができました。そしてまた、9月
20日の早朝には、本当に沢山の佐世保RC会員の
皆さまに、パールシーにお集まりいただき、お
かげ様で大変インパクトのある「地区大会PRビ
デオ」を完成させることができました。あらた
めて厚くお礼申しあげます。
　このビデオを何人かの会員さんから、記念に
欲しいとの声をいただいておりました。そこ
で、今回の地区大会にクラブ全員登録で協力を
いただいておりましたことへのお礼もかねて、
地区にてブルーレイディスクをご用意いただき、
この度、会員の皆さまにお配りできることとな
りました。ありがとうございました。

	 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー研修･開発担当部ディレクター
	 サラ･ラミヤン（Sarah	Remijan）さん
　	クラブ役員の皆さまに役立つクラブの8つの
全役職に関するコースを、ラーニングセンター
からご利用ください。
　
２．国際ロータリー日本事務局　業務推進･資料室
　12月「疾病予防と治療月間」のリソースの案内
　
３．第2740地区	2017-2018年度	ガバナー事務所
　①年末年始休業のお知らせ
　　12月29日㈮〜1月8日㈪
　②2740地区ホームページ更新のお知らせ

４.　佐世保ロータリークラブ
　年末年始休業のお知らせ
　2017年12月29日㈮〜2018年1月3日㈬

■親睦活動委員会	 委員長　坂本　　敏
　昨日は余興の練習に参加いた
だきありがとうございました。
次は、13日㈬ 18:00〜19:00古賀
広告2Fのスタジオにておじさん
だけの練習会を行います。まだ
センターは決まっていないので
参加お願いします。あと、15日㈮は18:30より長
崎国際大学中庭にて行います。

■ローターアクト委員会	 安福　竜介
　11月23日㈭勤労感謝の日に、
職場訪問例会というぴったりな
内容で白山陶器にて行いました。
　佐世保東RACより3名ゲストを
お招きし、また坂本	敏親睦活動
委員長にもご参加いただき、当
日は松尾さんの粋な計らいで、普通は絶対に行
わないというシークレット企画もあり、普段触
れることのない波佐見焼の世界を通じて皆さん
に職業奉仕の精神を学んでいただけたと思いま
す。また、絵付け体験におきましては皆さん楽
しそうに思い思いの絵付けを行い、「世界に一つ
だけの皿」を完成させたと大変喜んでいました。
　12月21日㈭ 19:00より、クリスマス例会を行
います。例年行っていたホテルオークラより会
場を移し、普段なかなかRACに参加できないク
ラブの皆さんにも例会感覚で参加いただけるよ
うに、玉屋8階文化ホールにて行います。ぜひ
多くの皆さんにご参加いただき、RACのメン
バーと交流を深めていただければと思います。

委員会報告

幹 事 報 告
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	 囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一
　今週9日㈯17:00よりレオプラザホテルで行い
ます。年末でお忙しいことと思いますが、多数
の参加をお願いします。中澤団長も来られま
す。食事の準備の都合もありますので、急遽参
加される時は、前日までに平尾までご連絡くだ
さい。

	 2019〜2020年度	会長ノミニー　木村　公康
　只今2019〜2020年会長に指名
いただきました。身が引きしま
る思いです。伝統と格式のある
佐世保ロータリークラブの名を汚
さぬよう務めさせていただきま
す。会員の皆様のご指導とご協
力をお願いします。

	 親睦活動委員会　福田　金吾
東京四谷RC　伊賀　靜雄さん
　今回で2度目のメークアップです。宜しくお願
い致します。

遠田　公夫さん
　NCC長崎文化放送	壹岐社長（長崎RC）、よう
こそ佐世保RCへ。いつもお世話になっておりま
す。川添支社長も頑張っておられますヨ！

武井　洋一さん
　入会51周年、クラブよりバッジ、地区より51
周年表彰状を頂きました。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、増本　一也さん
古賀　　巖さん、筒井　和彦さん
福田　金治さん、松尾　　貴さん
吉田　英樹さん、円田　浩司さん

松尾　文隆さん、井上　斉爾さん
廣瀬　章博さん、草津　栄良さん
福田　金吾さん、橋詰　文雄さん
梅村　良輔さん、黒江　章雄さん
西田　勝彦さん、坂本　　敏さん
有薗　良太さん、長浜　陽介さん
　平尾幸一さん、河原忠徳さんの卓話に期待し
てニコニコします。

『神
か ん な び

奈備と磐
いわくら

座』

　会員　平尾　幸一さん

　古代祭祀の一つである『神奈備
と磐座』について、趣味の範囲内
でご紹介しました。参考にした
資料は、『出雲と大和－古代国家の原像をたずね
て－』（村井康彦著、岩波新書	 2013年）、『葬ら
れた王朝－古代出雲の謎を解く－』（梅原	猛著、
新潮文庫	2012年）です。
　神奈備をウィキペディアで調べると、次のよ
うに説明がなされています。
1）	神奈備はアニミズムであり、自然への感謝、
畏敬、畏怖の体現である。

2）	自然環境をご神体とすること（例：山、森、神
木、岩、滝、等）。

　　◦	特に山をご神体とする場合、『神奈備山』
という。

　　◦	岩や巨石をご神体とする場合、『磐座』と
いう。

3）	古い神社では、神木、霊石、森、滝などの自
然そのものを祭神として祀り、拝殿や本殿が
ないところもある。

　以下、ご紹介した主な神奈備山と磐座を列記
します。
◦	神奈備山：奈良の箸墓古墳の近くにある三輪
山、出雲の仏経山。
◦	磐座：大神神社（奈良の三輪山の麓）、曽

そ き の や

支能夜
神社（出雲の仏経山の麓）、松尾大社（京都嵐
山）、真名井神社（京都府宮津市）、磐船神社
（大阪府交野市）。
◦	拝殿はあるが、本殿がない神社：大神神社、
磐船神社。

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	 　35,000 円

	 累　　計	 546,000 円

◇

卓　　話

囲碁・将棋同好会より

年 次 総 会
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：西田　勝彦）

『神道の起こり（祭祀の変遷）』

　会員　河原　忠徳さん

　神道における古代の祭祀スタ
イルはアニミズムでございます。
これは自然のもの全てに神々が
宿り自然を敬うという考え方です。つまり神道
は自然そのものであるということにもなり、こ
れが神道の起源となります。
　古代の我々の先人は、自然の中でも巨岩や巨
木を神々が降りる場所と崇め祭祀を行ってきま
した。福岡県の宗像大社（沖津宮・沖ノ島）は古
代より神聖な場所とされ、祭祀の形態・祭祀遺
跡を残す島であり、その光景から海の正倉院と
も言われています。
　沖ノ島では年代を追うごとの祭祀形態の変遷
をみることができます。岩を神々とする磐座信
仰があり、祭祀場所も岩の上、岩の陰の順に場
所が変化し、その後は岩から離れて最終的には
平地で行われていた形跡をみることができます。
　現在、宗像大社には宗像姫神が降臨した場所
であり、磐座（岩）を神の降臨場所とし、磐境（石

＊12〜1月  例会卓話者予定＊

12月20日	 佐世保市健康寿命延伸推進協議会	事務局
（	㈱NTTデータ経営研究所	ライフ・バリ
ュー・クリエイションユニット	ヘルスケア
グループ	マネージャー）

	 	 朝	長　　大	様	
12月27日	 指定休会日
１月３日	 指定休会日
１月10日	 クラブ協議会
１月17日	 クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月19日㈫　17:00〜〔予定〕
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

日時／	1月16日㈫　17:00〜〔予定〕
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月21日㈭　19:00（食事）〜
　　　クリスマス例会
会場／玉屋8階文化ホール

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

大神神社の奥津磐座

磐船神社の磐座（『天の磐船』）

でその場所を囲い結界とする）高宮祭場という場
所が今でも残っており、秋の大祭では現在でも
祭祀が行われています。
　古代より神道は自然の中で祭祀を行ってきま
した。年代を重ねること1000年代には現存する
最古の神社様式を今に残す京都・宇治山神社の
ように、現在に至る神道の形態つまり社を神々
が鎮まる場所とする神社が成立しました。人里
に近い山の麓などに社が作られるようになり、
より神々を祈りやすい環境を整えていったので
す。
　神道とは、自然の中に生じた思想であり「惟神
（かんながら）の道」つまりは神の道に従うこと、
自然に神の道があるということであります。逆
らうことなく寛容な心をもって悠久に続いて行
くものであります。

以上


