
向日葵 富良向日葵　富良野野

第１７９１回例会

■ 点　　鐘 　12時30分

　

■ ロータリーソング 　君が代・我らの生業

　

■ 唱　　和

四つのテスト

　　言行はこれに照らしてから

１．真実か　どうか

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

■ ゲ ス ト

　 渡  辺 　
わた なべ

 一  平 氏（大分県防衛協会青年部会会長／
いっ ぺい

　　　　　　　　　　　アドテック㈱代表取締役）

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫

　皆さん、こんにちは。会長の時間です。

　本日は、大分県防衛協会青年部会長渡辺一平様を

迎え“国防について”というテーマで卓話をいただ

きます。このテーマにおいては様々な考えもある

とは思いますが、今日本のおかれている現状、アジア

諸国との領土問題等は日本人として一定の考え方を

しっかりもって取り組まなければならないと個人的

には思っています。

　意外と知られてはいませんが“日本の国防　軍事
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千壽、樽谷、黒岩、野田、西、

檀上、東保、持永、坂本

出席規定免除：

■　メイクアップ

　事前　長野（別府中央）

　事後（第1789例会）

　　　　桝田、中塚、石田（別府）、髙橋（別府中央）

■　欠　　席

石田、笠木、西（貴）、中塚、髙橋、梅津



力総合評価”は世界第４位なのです。

　１位はもちろんアメリカ、２位はロシア、３位は

中国、そして４位に日本なのです。ちなみに５位に

インド、６位にフランス、７位に韓国と続きます。

　中国が日本を意識するのはこういった事もあると

思います。私も興味ある内容の卓話を、渡辺様、

本日はお願いいたします。

　さて、昨日は10月30日に行われる“第33回別府市

近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会”の説明及び抽選

会があり、加藤監督。沼田親睦委員長と行ってきま

した。

　詳細は沼田委員長からあると思いますが、今回は

人数参加の問題で湯布院が不参加になりましたが

様々な意見もありました。特に会員以外の方の出席

には一定の基準ができましたので当クラブも遵守

しなければなりません。

　又、今までのルールの中で「試合は必ず60歳以上

の方を１名は出場させなければならない」という

ものがありましたが、当クラブからの意見でなく

なりました。

　当クラブから見れば60歳以上の方の出場が厳し

いからですが、他のクラブからは60歳以上の出場が

ほとんどだから当たり前だという意見でした。

　他クラブからは“どうせ優勝は別府か別府東”と

いう意見がありましたが当クラブの昨年の日出戦、

最終回の７点でしたか、逆転劇を忘れてはいけま

せん。

　親睦が前提ですが、やるからには優勝を目指した

いと思います。その為に、沼田親睦委員長が抽選を

して別府とは別グループになりましたし、沼田委員

長の独断で別府ＲＣとの練習試合もやるそうです。

今日も例会終了後、ソフトボールの練習です。

　他クラブも別府東がこんなに早く練習することに

驚いていました。

　尚、今回は試合当日は中塚さんには悪いけど、

弁当ではなくバーベキューも検討しています。

　当日及び練習も各会員ふるっての参加をお願い

いたします。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．ＲＩ第2720地区ガバナーエレクト永田壮一氏

より荒金信治会員へ「2017－2018年度大分第３

グループガバナー補佐」としての委嘱状が届いて

おります。本日、ご披露しお渡し致します。

２．「2016－2017年度地区職業奉仕研修セミナー

　（大分）」開催のお知らせ

　日　　時　平成28年11月19日13：00～16：00

　　　　　　　（受付開始12：30～）　　

　場　　所　ホルトホール大分　302・303会議室

　　　　　　　（097-576-7555）

　テ ー マ　「職業奉仕とは」

地区職業奉仕部門長　大森克麿氏

　　　　　　「四つのテスト」

地区職業奉仕研修委員長　髙山泰四郎氏

　対 象 者　職業奉仕に興味・関心のある会員の方、

　　　　　　特に30～40代の若いロータリアン

　＊各クラブより２～３名の出席をお願いします。

　＊熊本開催は４月22日　フードパル熊本に於い

て開催予定。

                     

３．ＲＩ第2720地区熊本りんどうロータリークラブ

創立10周年記念式典開催のお知らせ

　日　　時　平成28年11月23日（祝・水）

　　　　　　13：00～受付

　　　　　　14：00～15：30記念講演

　　　　　　16：00～点鐘

　　　　　　16：00～16：45記念式典

　　　　　　17：00～19：00祝宴　

　場　　所　熊本ホテルキャッスル

　　　　　　　（096－326-3311）

　記念講演　「地方から国を支えるということ」

　　　　　　橋下　徹氏（弁護士／第52代大阪府知

事／第19代大阪市長）

　登 録 料　会員12,000円　ご家族8,000円

　＊記念講演は、一般の方の参加も可能です。売上

は熊本地震災害地支援として寄付します。

　＊詳細・登録申し込みは、幹事または事務局まで

お申し出ください。

４．第３回定例理事・役員会報告（平成28年９月１日

11：45～於杉乃井ホテル　12名出席）

　審議事項

　１号議案）2015－2016年度決算報告の件

　２号議案）ガバナーエレクトより次年度地区委員

推薦の件（９月30日期限）

　３号議案）第59回別府市美術展に「別府東ロータ

リークラブ賞」協力依頼の件

　　開催期間　平成28年８月27日～９月６日

　　　　　　　於トキハ別府店４Ｆ

　　授 賞 式　平成28年９月４日13：30～14：30

　　場　　所　トキハ別府店７Ｆ・ぼたんの間荒金会員へ大分第３グループガバナー補佐委嘱状

≪第33回近隣ＲＣ親睦ソフトボール

大会にむけての（第２回目）練習≫

　本日、例会終了後、14：00～野口原ソフトボー

ルグランド

※運動のできる服装でご参加ください。



　　＊授賞式にて会長より別府東ＲＣ賞を贈呈。

　４号議案）「第27回別府少年少女夏休み工作くふう

作品展」への後援依頼の件

　　開催期間　平成28年９月17日～19日（祝・月）

　　展示場所　別府市民ギャラリー

　　　　　　　（別府市公会堂横）10：00～17：00

　　表 彰 式　９月25日10：30～

　　表彰式会場　別府市公会堂（旧中央公民館）

　　＊会長または青少年奉仕委員長が表彰式にて

表彰状、別府東ＲＣ会長賞を贈呈。

　５号議案）日母おぎゃー献金基金より「おぎゃー

献金募金」協力依頼の件　　　＊例年通り承認

　６号議案）「会員増強クラブフォーラム」開催の件

　　日　　時　平成28年９月15日18：30～

　　場　　所　ホテルサンバリーまるや

　　会　　費　2,000円（不足分は例会食事補助）

　７号議案）「観月会」開催の件

　　日　　時　平成28年10月13日18：30～

　　場　　所　お茶屋「お福」

　　会　　費　10,000円

　８号議案）「クラブ改善委員会」開催日程の件

　　毎月、第２木曜日 ＡＭ11：45～定例開催とする。

　確認・報告事項

　＜例会スケジュールの確認＞

　９月１日「米山奨学生」　鄔 博 文くん
　　　８日「ゲスト卓話」大分県防衛協会青年部会

　会長　渡辺一平氏

　　　15日「会員増強クラブフォーラム」

　　　　　　18：30～サンバリー麦屋

　　　22日「法定休日（秋分の日）」

　　　29日「第３回（公式訪問前）クラブ協議会」

　　　　　　10月６日→７日「前田眞実ガバナー公

式訪問例会」

　　　　　　12：30～於ホテルサンバリーアネックス

　　　13日「観月会」18：30～

　　　20日「米山奨学生」　　　ブ・タンビンさん

（ベトナム：別府北ＲＣホスト）

　　　27日「ゲスト卓話」（予定）

パラリンピック陸上選手　中西麻耶さん

５．９月１日14：00～野口原ソフトボ－ルグラン

ドに於いて「第33回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール

大会に向けて第１回練習」を実施しました。参加

いただいた皆さん、お疲れさまでした。また本日

の例会終了後も練習をしますのでご協力よろしく

お願い致します。

　参加者：竹内孝夫、加藤兼司、中塚茂次、幸 光喜、

長野勝行、岡本信哉、沼田守生、工藤

恵美、一力秀次 各会員

　　

６．９月７日13：45～ホテル白菊に於いて「第33回

近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会・監督会議」が

開催され、竹内孝夫会長、加藤兼司監督、沼田守生

親睦委員長が出席されました。

７．例会変更のお知らせ

　くにさきＲＣ：９月14日の例会は『杵築・

くにさき合同ガバナー公式訪問例会』の為、

９月15日12：30～若栄屋（杵築城下）に開催

日・場所変更

　大分ＲＣ：９月20日の例会は『夜の例会（月見

例会）』の為、同日18：00～（場所未定）に時間・

場所変更

　別府ＲＣ：９月23日の例会は『第３回クラブ

全員協議会』の為、同日18：30～両築別邸に

時間変更

　大分臨海ＲＣ：９月26日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～大分オアシスタワーホテル

に時間変更

８．次週（９月15日）の例会予定

　「会員増強クラブフォーラム」

18：30～於ホテルサンバリー「まるや」

　※時間・場所を変更しています。お間違えのない

様にご注意ください。会員皆様方の多数のご参

加をお願い致します。

９．本日の回覧

　①会員増強クラブフォーラム 出・欠席（９月15日）

　平成28年９月８日「大分合同新聞」より　



（参考資料）日本国民として

知っておくべき近現代の歴史

執筆　渡辺　一平

監修　江藤冨士位

はじめに

　つい100年前までは欧米列強

の国々による植民地政策が世界中で繰り広げられて

いました。そんな時代の中、唯一の希望の光が世界

を照らします。それが日本です。太陽のように明る

く丸く元気に豊かに生きた日本人が、全世界の平和

を希求し世界を新しい未来へ、世界中の植民地と

なっていた国々を独立国家へと導いていったのです。

しかし、その先人の命を懸けた貴い行為は、敗戦を

機に戦勝国によって大罪を犯した国日本という汚名

に変えられ、我々自身も自信と誇りを失ってしまい

ました。当時を振り返ると弱肉強食が当たり前の

中、世界中の国々が自国を守るために植民地を拡大

し、資源（領土やエネルギー、マンパワー等）を

確保することで強固にならなければ、他国から侵略

される危険が常に存在した極限の状態だったことは

容易に想像できます。過去を現在の価値観で批判

することに何の意味もなく、海外諸国を批判する

つもりはありません。また、日本が犯した戦争という

手段を肯定するつもりもありません。しかし、我々

自身が真摯に過去と向き合い、正しい歴史を学び、

先人の貴い行為の誇りと尊厳を取り戻し、改めて全

世界の平和と自然との共生を希求する国日本として

再び歩みを始めなければならないと思うのです。

日本建国の理念

　我が国日本は2676年前、紀元前660年、初代神武

天皇の即位された日（今の暦で２月11日）をもって

建国されました。当時は縄文時代の末期、弥生時代

の直前にあたり、稲作の開発により狩猟から農耕へ

と生活様式が大きく変化していました。農耕は一人

ではできません。家族や地域の人々が協力し合い、

田を耕し、水を引き、稲を植えました。最後は万事

を尽くして天命を待つのです。このような生活の中

で、集落が形成されその指導者（皇族）が出現します。

集落の役割は集落自体の秩序の維持、集落外からの

防衛、共同して稲作を含めた食の確保、最後に雨

乞い、地震、台風等の自然災害の克服でした。この

ように、日本（集落）は平和・秩序の維持、自然と

の共生を実現するために建国されたのです（八紘一宇

の神勅：人類皆兄弟）。そして、この建国の理念を

実現するために、皇族を中心とした指導者の徳に

　大分県防衛協会青年部会会長／アドテック㈱代表取締役　　渡　辺　一　平 氏

　②第３回クラブ協議会（公式訪問前協議会）出・

欠席（９月29日）

　③前田眞美ガバナー公式訪問例会 出・欠席（10月

７日）

　④観月会 出・欠席（10月13日）

　⑤第33回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会 出・

欠席（10月30日）

　⑥宇佐、杵築 各ＲＣ週報

10．本日の配布

　①週報№ 1790

■ お 祝 い

　配偶者誕生日　坂本とよ子さん（９月９日）

　　　　　　　神田　昌子さん（９月14日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　皆　　　勤　持永　登茂会員（９月４日＝13年）

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代

　西村駿一ＰＧ　名誉会員になって初めて例会に

出席します。３口

　竹内孝夫会長　西村先生、本日は出席、ありが

とうございます。あと本日、会場に来る時に

ドラマの撮影に気がつかず、堂々と撮影の真ん

中から会場に入りました。会長として反省。

３口

　荒金信治会員　別府市美術展に別府東ロータ

リークラブ会長賞、ありがとうございました。

３口

　久保田高史会員　渡辺さん、本日はお忙しい中、

来ていただいてありがとうございます。「国防

について」楽しみにしております。合わせて

お父様の来期の宇佐商工会議所　会頭就任、

おめでとうございます。３口

名誉会員となった西村駿一PG



よる統治が行われ、その徳が日本全土に広がって

いきました。島国で長い間外敵に脅かされることも

なかったため、皆で協力して生きていく精神性

（「和」の心、協調と連帯）や八百万の神に代表される

全てのものへの感謝の気持ちといった道徳心が大い

に育まれていきました。

　しかし、植民地を拡大する欧米列強への危機感、

明治維新を機に、これまでの日本の伝統文化、道徳

心は軽んじられるようになり、西洋の技術や伝統

文化が重要視され、さらに、これまでの皇族の徳と

国民の和による統治から、国家と国民との社会契約

を定めた憲法による統治へと大きく変化していきま

す。これまで重んじられてきた道徳は軽んじられ、

それを憂いた明治天皇は井上毅らに教育勅語を作ら

せ発布しました。自国が欧米列強の植民地になって

しまう危機感から自衛のために行った戦争にも負け、

GHQによる６年半に及ぶ占領下、現行憲法が施行

されました。特攻に代表される自分の命を顧みない

日本人の精神は脅威と考え、GHQは日本人の

精神性を崩壊させ、自虐史観を植え付け、日本人

としての誇りを奪うことを目的にWAR GUILT 

INFORMATION PROGRAMを実行し、現在に

至っています。この政策はマスコミ、教育、憲法、

東京裁判等あらゆる分野で実行され、日本人は誇り

と自信を失ってしまいました。

　しかし、今なお2676年間、日本建国の理念はしっ

かりと受け継がれています。国旗「日の丸」に自然

との共生、国歌「君が代」に平和の希求という願い

が込められています。そして、最も大切な日本人の

誇れる精神性が今もしっかりと受け継がれています。

今こそ、この国の歩み、歴史、未来像そして建国の

理念を明示した確かな憲法を再構築し、新たな歩み

をはじめなければなりません。

この国の成り立ち、歴史、未来像を明示した憲法前文（案）

　我が国日本は、四方を海に固まれた島国で春夏

秋冬四季彩る自然豊かな国土のもと、万世一系の

天皇陛下を国民統合の象徴として仰ぎ、国民が一体

となって作り上げてきた悠久の歴史と文化伝統を

誇る類まれな国家です。日本人は古来より、全ての

ものへの感謝の気持ち、思いやり、武士道に代表

される自分を律する謙虚さ、他者や海外文化伝統を

受け入れ、独自の文化伝統に昇華させる独創性、

創造性、和をもって貴しとなすに代表される協調性

といった精神性を持ち合わせてきました。

　日本はこれまでに海外諸国との戦争を経験し、

また敗戦も経験しました。しかし、先人が命を懸け

て守りたかったもの、守り続けてきたものはこの

気高き精神、日本人としての誇りです。それが戦後

の焼け野原から驚異的な復興を遂げる原動力となり、

経済的に世界有数の先進国にまでなったのです。

しかし、現在の日本は過剰な個人主義や拝金主義、

刹那主義が蔓延し、凶悪な犯罪や汚職が後を絶ち

ません。この気高き精神、日本人としての誇りが

薄れてしまっているからです。

　我が国日本は、人類の平和と自然との共生を理念

として紀元前660年建国されました。そして、天皇

陛下を中心とした皇族の徳と国民の和によってその

理念を実現してきました。今こそ再び、心豊かな

精神性を周囲に広げる歩みを始め、自主自立の国家

として互恵の精神のもと、地球上のあらゆる地域

から貧困と殺戮をなくし、国際社会を平和へと導く

一助になりたい。それが日本国民の総意です。

近現代の歴史

　日本は、当時当たり前であった人種差別、植民地

帝国主義の欧米列強の国々に勇敢に立ち向かい、

植民地にならぬよう自衛のための戦争をしましたが、

最後には負けてしまいました。しかし、その過程に

おいて行った台湾統治、日韓併合、満州国建国、

東南アジアの占領軍からの解放は、その後の植民地

のない世界への第一歩となりました。インフラ、

教育、産業の育成、差別のない平等な精神の普及が

各国の独立運動の基盤になったことは特筆に値し

ます。現在の国連憲章の中身は全て当時の日本が

実践してきたものです。黄色人種を差別し植民地

帝国主義を継続しようとしていた欧米列強の国々

は、戦争には勝っても日本の望む世界に同調せざる

を得なかったのです。

（国連憲章前文）

われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度

まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害

から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳

及び価値と男女及び、大小各国の同権とに関する

信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際

法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することが

できる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的

進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、

このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人とし

て互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持

するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合

を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法

の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び

社会的発達を促進するために国際機構を用いること

を決意して、これらの目的を達成するために、われら

の努力を結集することに決定した。

最後に

　あなたのまわりで起こる全ては、あなたの心に

相応しいことです。良いことも悪いことも全て、

あなた自身の責任と同時に全てまわりのお陰様です。

日本国民全員の心の総和が日本国にもたらされる

事象です。先の東日本大震災も海外諸国の反日感情

もこの日本人全体に対する警鐘だと思います。今

こそ、我々自身が自分の心を豊かにし、周りにそし

て世界中にその心の和を広げ、世界平和、自然との

共生を実現する日本国民としての一歩を踏み出しま

しょう。
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