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臨時例会変更のお知らせ

会長挨拶 大島浩嗣会長

　毎年物議をかもす成人式ですが、現
在のような成人式の発祥は1946年
11月22日、現在の埼玉県蕨市で行わ
れた成年式だそうです。戦後間もない
当時、特に次代を担う若者達を励まそ
うと、当時の蕨町青年団が「青年祭」を
企画。その行事の一つとして成年式が
開催されました。当日は町長や来賓の
祝辞等による式典の他、バザーや野球
大会なども行われたそうです。以降、蕨市では現在に至るまで「成
年式」という名称のまま式典を実施しています。
　その後、1948年国民の祝日に関する法律が制定され、大人に
なった事を自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日とし
て1月15日を「成人の日」と規定。翌年旧文部省が全国自治体に
成人を祝う式典の実施を求める通達を出し、現在のような成人
式が全国で開催されるようになりました。2000年からは1月の第
2月曜日に変更になっております。全国自治体での成人式開催率
はほぼ100％。ただ自治体によってはお盆や、5月の連休など、新
成人が帰省しやすい時期に式を開催する所がある事は御存知の
方も多いと思います。ちなみに日本以外でも成人を祝う儀式を行
う国や地域はありますが、この様に自治体レベルの催しを全国的
に開催しているのは日本だけといわれております。各自治体が行
う内容も多少の差はありますが、1.式典　2.記念講演会　3.記
念撮影、記念植樹のようなものでした。
　ところが最近はこの傾向も変わってきており、近年の成人式で
最も話題に上るのは、新成人の度を外れた行為についてです。
2001年には高松市で、2004年には静岡県伊東市で新成人が
市から告訴されております。今年も青森市、広島県呉市、沖縄県
那覇市などで問題行動が起きております。これらの行為が報道さ
れるたびに、成人式廃止論が言われております。また、成人式には
平均して1,000万円の費用がかかる事から、税金の無駄遣いとい
う指摘もあります。その一方でごく一部の人の行為を理由に廃止
するのはおかしいという意見や、これから新成人になる中高生の
7割以上が成人式に出たいと各種世論調査で答えるなど、存続を
希望する声も多数あります。いずれにしても改革が望まれる所か
と思います。
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（船渡昭人会場委員）
ストレッチング（倉澤寛会場委員）
「我等の生業」
青少年交換学生
ホストファミリー
　　　　　　（八木沢幹夫親睦活動委員）

※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
◇はサイン受付時間が17：30～18：30となります。

（注）

スティーブン・セドラク君
鈴木道子様 出席報告 落合諭出席委員

会員76名　出席57名  （出席計算人数55名）

出席率81.82％
1月6日は補填により
12月16日は補填により
12月9日は補填により

92.86％
100％
98.21％

幹事報告 稲葉 徹幹事

本日例会終了後、13時35分より「第7回理事会」を4階「梅の
間」にて開催致します。関係各位はご出席お願い致します。
次週1月20日（木）、13時35分より「第2回クラブ奉仕協議会」
を9階「ことぶきの間」にて開催致します。関係各位はご出席お
願い致します。
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1月の誕生日で58才になりました。
1月13日は家内の誕生日です。
女房の誕生日にきれいな花をありがとうございました。

正月2日、妻の誕生日でした。
今月は誕生月です。1年が段 と々早く過ぎます。
1月5日に母が他界しました。RCからお花を頂きご心配をおか
けしました。享年83才でした。ありがとうございました。

今年は会員の皆様が最高の年になります様に。
コンパニオンにいい女がいました。泉さんに紹介したいです。

2回目の例会出席です。よろしくお願いします。

天野　正明君
西本　　哲君

長坂　邦雄君
武田　　誠君
𠮷木　洋二君

岩田　修司君
大川　嘉成君

内田　久利君
堀　　慎治君



今週卓話 1月20日（木）

次回行事予定 1月27日（木）

第4回クラブフォーラム（中間決算と組織）

会 員 卓 話
テ ー マ

：
：
松波恒彦君
「動物から人間に感染する病気」

2005年開催の愛・地球博会場に「ロータリー館」建設に当たり、
全国の会員の皆様に建設資金等協賛金拠出をお願いして参りま
した。結果、現在2億4,000万円の入金がございますが、予算金額
2億8,000万円には不足しております。今回企業からの協賛金も
お願いする事となり、下記条件にて税務上費用計上が認められる
事になりました。宜しくお願い申し上げます。
法人の協賛金は5万円以上
支払期間：平成17年3月25日まで
領収書には「ロータリー館建設資金の協賛金として」を記載の
上発行
協賛金を拠出して頂いた方については出展参加したものとし
て、ロータリー館内に企業名等を表示致します。
税務上費用計上時期　開会日平成17年3月25日または閉会
日平成17年9月25日の属する事業年度

1）
2）
3）

4）

5）

企業法人からの協賛金のお願い：国際博委員会

委員会・同好会報告

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰

国際奉仕委員会：岩本成郎委員長
青少年交換学生、鈴木貴奈理さんよりのメールです。
お久しぶりです！皆さんお元気ですか？おとと
い風邪で学校を休みました。今も少し咳が～。
でも命に別状はないのでご心配なく。気がつけ
ばもう4ヶ月、信じられません…。早すぎる～本
当にあっという間です。今はバスケチアの日々、
そして街はクリスマス一色です。ほとんどのお
家がイルミネーションしていてすごく可愛いですよ！週末はパー
ティーパーティーって感じですね。プレゼントの準備に追われて
います。こちらは本格的な冬に突入し、この前は-8℃とかでし
た！でもほとんど外に出る事はないので平気です。名古屋はどう
でしょう？Steveも楽しんでやっているみたいで安心していま
す！来年の6月Pittsburghの遊園地にでも行こうかなんて話し
ているんです！とってもいい子ですね。お話ししたい事は山ほど
あるんですがたくさんありすぎて…。時が過ぎるのは早いという
事は十分に分かっていたので、今私のすべき事は毎日楽しむ事
と少し（たくさん…）の勉強ですね。ホストロータリークラブの
方々も本当にいい方ばかりで、とってもとっても幸せです！ごめ
んなさい、最近日本語の文がうまく作れなくなってます。またメ
ールします！短いメールでスミマセン…。お元気で。

今年最後の例会でした。芝も茶色になり、寒い一日でした。ダブル
リペアで行われ、優勝は内田君でした。夜は桃花林で忘年会が開
催され、楽しく賑やかな1日でした。次回は、3月23日三好C.Cで
の開催です。

ゴルフ例会 12月例会（266回）

優勝
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内田　久利
細川　達也
泉　　憲一
野崎　洋二
岩崎　道夫
高村　博三
髙須　洋志
田中　政雄

12月22日（水）　於：名古屋ゴルフ倶楽部
参加者12名
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元旦には皆様より年賀状を頂き、ありがとうございました。

新年明けましておめでとう。本年も宜しくお願いします。

本日卓話をさせて頂きます。話を聞いたらすぐに忘れて下さい。

4日間「あすか」という客船でクルーズをしてきました。

東海ラジオに出演します。今月1月16日、23日の日曜日、夕方6
時10分から10分間、「カンちゃんの人生色々」という番組です。
お時間がありましたらお聞き下さい。
本年も良い年が明けたようです。

湯地　輝雄君

嶺木　一夫君

平野　好道君

宗宮　信賢君

松波　恒彦君
岩田　吉廣君

マルチプル・ポー
ル・ハリス・フェ
ローになられた
大島浩嗣会長、
稲葉徹幹事に、守
谷巌樹会長エレ
クトより記念品が
授与されました。

　イスラエルには「失われた10部族」というもの
がありますが、その失われた部族が日本にいると
いうような説があります。有名な話としては、伊勢
神宮の灯籠に刻まれているマークがイスラエルの
国旗のマークのダビデの星と同じであるということなどがあげられ
ます。日本人とユダヤ人は祖先を共通する民族である、という議論
があります。日本人とユダヤ人は似ても似つかないと思われるかも
しれません。実はユダヤ人も聖書の記載によれば黄色人種なので
す。ですから、ユダヤ人と日本人は人種的には同じ人種なのです。
　ところで、ユダヤ人と自分の民族が同じ祖先だという議論は実は
日本だけでなく他の国でもあるようです。なぜ、このような議論があ
るかというと、先の10部族の行方がわからないという歴史がある
からです。北イスラエル王国が紀元前722年にアッシリアに滅ぼさ
れた際に、その10部族の行方がわからなくなってしまいました。調
べてみると、日本とイスラエルにはこのような共通点が色 と々あり
ます。古代ヘブル語とカタカナを比べてみると、文字の形が非常に
よく似ています。漢字の一部を取ってつくられたといわれているカ
タカナとへブル語が似ていることは偶然かもしれませんが、偶然に
してはよく似ています。またイスラエルには「契約の箱」というもの
があります。これは日本の御神輿の形とよく似ています。イスラエル
では祭司は白い服を着ており、日本の神官も白い服を着ておりま
す。日本には山岳信仰者として山伏と呼ばれるひとがいます。山伏
は現在は仏教に属しているようですが、中国やインドの仏教には
山伏の風習はないそうです。山伏は、額の上に「兜巾（ときん）」と呼
ばれる黒い小さな箱をつけ、ホラ貝を吹くのですが、これをみると
ユダヤ人は親しみを覚えるそうです。ユダヤ人は祈るときに「フィラ
クテリー」という黒い小さな箱を額の上につけ、笛を吹くからです。
神道では、榊の枝を揺り動かしてお祓いをしますが、古代イスラエ
ルの習慣で、お清めのために植物の束を上下左右に動かしました。
聖書の人物の系図と日本神話の系図を比較すると、人物設定やそ
の関係がそっくりであることがわかります。聖書の系図のヨセフ、エ
フライムという人物はいわゆる失われた10部族に属する系図にな
るので、天皇家はこのヨセフ、エフライムの系統の王族ではないか
と主張する人もいるようです。

「日本人とユダヤ人」

卓話 平野好道君


