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次回の卓話

2010年3月10日（水）

「活力あるロータリアン」

毛利髙二会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2731273127312731回回回回

2010201020102010年年年年3333月月月月3333日日日日

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「泉州医療事情と

岸和田徳洲会病院」

高松正剛会員

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



●会合報告

2/14 2010-11年度地区セミナーに私が出席しました。

2/17 岸和田4RC合同例会を開催しました。ご協力あ

りがとうございました。

2/17 岸和田RAC例会が実施され、櫻井幹事・山形委

員長そして私が出席しました。

●本日は55周年ということから、櫻井昇会員にスピー

チをいただきたいと思います。

櫻井昇会員は1991-92年度入会、2007-08年度に会長

を務められた後、SAA・会計・米山奨学会・親睦活

動・環境保全・社会奉仕の各委員長を歴任され、

2005-07年度地区情報規定委員、現在は国際奉仕委

員長・改革プロジェクトチーム副委員長、2009-10

年度財団奨学生カウンセラーを担当されています。

岡本桂四郎会長

2010年2月24日 第2730回

ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

唱歌「スキー」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「不謹慎な考え方だと思いますが。」

肥後眞弘会員

●３月 会員誕生日

１日 前川 篤 会員

４日 福岡 敏文 会員

１４日 中井 秀典 会員

２９日 肥後 眞弘 会員

●３月 結婚記念日

３１日 伊丹 克介 会員

NHKの大河ドラマで坂本龍馬であることから、少し、

その話をしてみたいと思います。

昔、阿波・讃岐・伊予の半分、そして土佐を治めて

いた長宗我部元親がおりました。その長宗我部氏が豊

臣に味方して取り潰しに遭い、変わって静岡・掛川か

ら徳川の家臣 山内一豊氏が土佐24万石の太守として

一族郎党を引き連れ土佐に来ました。土佐藩政の中枢

に一族郎党を配置し、それを「上士」とし、敗れた長

宗我部の家臣たちは身分の低い武士「下士」として扱

われました。

土佐藩主・山内容堂公の最も信任の厚い、吉田東洋

という藩政がいました。吉田は土佐藩きっての学者で、

多くの門人もいました。ご存知の様に土佐藩は「尊皇

攘夷」「倒幕論」ではなく「公武合体論」思想でした。

そんな藩主や吉田東洋の思想に飽き足らない人々が

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ・ﾋﾟﾝ

櫻井 昇会員（４回）

櫻井 昇会員

会員数４１名 出席義務会員数３６名

2月24日 出席会員29名 80.56％

2月10日 MUを加えて 91.67％



●櫻井新嗣幹事

例会臨時変更：貝塚コスモスRC

詳細につきましては事務局宛お問合わせ願います。

近々、テレビがアナログからデジタルに変わると

いうことで、我が家のテレビも昨年テレビ岸和田の

機器を交換し、デジタル放送が観れる様になりまし

た。色々な番組を観れる様になりましたが、中でも

「ヒストリーチャンネル」「ナショナルジオグラフ

ィックチャンネル」の内容が大変面白く、病み付き

になってしまいました。

その放送番組の中に第二次世界大戦のヨーロッパ

の戦争と太平洋戦争について連続放送、また日本の

日清・日露戦争の放送を観ているうちに、日本の実

力と米英を初めとする諸外国との開発力の違い、軍

部リーダーの考え方の違い等を考えさせられる様に

なりました。

まず驚いたのは硫黄島攻撃の場面の映像でした。

数百隻もの艦船から艦砲射撃は「こんなにまでも撃

たなくてもいいだろう」と思うくらいの凄まじさに

憤り、悔しさ、虚しさを感じました。砲弾を撃ち尽

くし、砲身も焼けるほどだったそうです。島に閉じ

こもる日本兵の恐怖はいかなるものか、と哀れみと

悔しさの感情を抑えることはできませんでした。い

まさらの話ですが、日米開戦の道義的失敗、日本軍

令部の組織の驕りと欠陥、そして根本的な違いは、

アメリカの緻密な計画力と研究力、物資調達力。

下士出身の武士たちで200名ほど集まり「土佐勤皇

党」を結成、その中心人物が武市半平太です。

武市半平太・中岡慎太郎・岡田以蔵らは脱藩し、

京の花街で長州・薩摩の勤皇思想者達と持論をぶつ

け合うのです。「土佐は長州・薩摩に遅れている。

その原因は吉田東洋の公武合体論だ、天誅だ」とい

って吉田東洋を暗殺しました。その後、藩政に抜擢

されたのが後藤象次郎です。後藤は、武市と岡田を

捕らえ、切腹させました。

坂本龍馬も脱藩し、自由に活動していましたが、

運良く勝海舟に出会います。龍馬の迷いは消えます。

海舟は幕府の要人・海軍部長でありながら「神戸操

錬所」を幕府の操錬所ではなく、「日本の海軍操錬

所」に、と常に日本という国のことを念頭に考えて

いる人でした。

その後、龍馬は「日本と世界」を念頭に、当時の

国際都市・長崎に各藩の脱藩者を中心に「亀山社中

」を設立し、貿易業をするのでした。三菱グループ

の創設者である岩崎弥太郎も含まれていた様です。

武器の調達・米・物産を長州・薩摩相手に商いをす

る傍ら、志士の交流に西へ東へと飛び回りました。

龍馬はその過程で「新しい日本の姿は大政奉還」で

あることが確たる信念となりました。

同志である中岡慎太郎とともに、薩摩の西郷隆

盛・大久保利通・小松帯刀、長州の高杉晋作・桂小

五郎・伊藤俊輔・井上聞太らと接し、交流を深めて

いたところ、土佐藩政の後藤象次郎が訪ねてきまし

た。

龍馬は後藤と手を結び、後藤は2人の脱藩を許し、

土佐海援隊隊長に坂本龍馬、陸援隊に中岡慎太郎を

任命し「公武合体論」を推進、龍馬の推進する「大

政奉還論」に舵を取るのです。

そして土佐藩は在京の諸藩の代表を二条城に集め、

徳川慶喜を前に「大政奉還」の建白を行ったところ、

これを潔く受諾。徳川幕府は消滅するのです。龍馬

が推し進めてきた「無血改革」が達成された瞬間で

した。

しかし、薩摩・長州の連中はあまりにも徳川慶喜

が無抵抗で受託したことを不審に思い、挑発したこ

とで鳥羽・伏見の戦いが始まるのです。勝海舟・坂

本龍馬・中岡慎太郎が「血を流さずに」と苦心をし

てきた無血改革が水泡に帰してしまいました。その

間、「余計なことをした張本人として」3人は暗殺

されました。龍馬33歳のことでした。

●岡本桂四郎会長

岸和田4RC合同例会にご協力ありがとうございま

した。

●才門三郎名誉会員

岸和田4RC合同例会に欠席しました。

●石本喜和男会員

合同例会、パネルディスカッションのつたない司

会にご協力ありがとうございました。

●肥後眞弘会員

卓話の番です。

●横谷哲郎会員

家内の誕生日にお花を頂き、ありがとうございま

した。

肥後 眞弘会員
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近隣クラブ卓話ご紹介

日本の十倍以上（本当は百倍と言いたい）の国力に

は感心します。

明治時代になって（日本は）富国強兵策を採り始

め、尊い人命を犠牲にし、たまたま勝利した日清・

日露戦争から日本という国の勘違いが始まった様に

思えてなりません。アメリカの参戦がなければ、ヨ

ーロッパで連合国は敗れていたかも、もしくはもっ

と長引く戦争になっていたことでしょう。

南方より敗け続ける日本に対し、硫黄島・沖縄と

侵攻し、次は九州という頃にはヨーロッパの戦争終

了によってアメリカの艦船が日本周辺に向かってい

たそうです。空襲で焼け野原になった東京以後、他

都市も、と計画されましたが焼夷弾の製造が間に合

わず待機中、このとき広島・長崎に原爆が落とされ

12-13万人もの人々が亡くなりました。まだ16歳か

ら20歳にも満たない特攻兵は熟練兵のいない中、一

週間程の訓練だけでなかなか（砲撃が）艦船に当た

りません。映像を観ながら無念無念でした。こんな

状態でも軍部は竹やり訓練で「一億総玉砕」などと

言い張り、戦争を止めようとはせず、本土決戦と言

い張っていたことが恐ろしい限りです。昭和天皇の

命を掛けた辛いご決断で太平洋戦争は終わりました。

多くの無念のうちになくなられた方々のご冥福をお

祈りいたします。

私は今までアメリカ人の発言で「原爆が終戦を早

めた」というのを耳にし、何を勝手なことを、と怒

りを感じていました。しかし映像の中に九州周辺に

集結する艦船の兵士が「私は九州攻撃準備中、船の

上で戦いが終わったことを知った」と言った言葉に、

後10日終戦が遅れていたら、もっと多くの尊い命が

失われたと思いました。

ペリーの浦賀来航から92年。明治維新から78年。

原爆投下は日本再生の原点の様に思えてなりません。
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RAC例会

例会「泉州医療事
情と岸和田徳洲会
病院」高松正剛会
員

会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰ

例会「活力あるロー
タリアン」毛利髙二
会員

ｸﾗﾌﾞ青少年交換

委員長会議

例会休会

(定款第6条)

RAC例会

ライラセミナー

春分の日

ライラセミナー

振替休日

ライラセミナー

例会「税務行政の
歴史」熊木豊様

紹介西村政和会員
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FEBRUARY ～ MARCH ２０１０ ３月 識字率向上月間

岸和田東ＲＣ ３月１２日→１３日（土）「夜間例会」於.岸和田グランドホール
岸和田北ＲＣ ３月 ９日（火）「農産物直売所を拠点とした地域連携の夢」

いずみの農業協同組合 営農担当常務 谷口敏信様
岸和田南ＲＣ ３月１１日（木）「未定」佐藤英州会員


