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ロータリーは分かちあいの心
ROTARY SHARES

中津平成週報

中津平成ロータリークラブ

◎本日の例会プログラム

前回（851回例会）の記録　平成19年９月６日（木）

○次回例会プログラム

■ビジター

　中津中央RC　宿利公夫君

■出席報告

　会　員　数　26名
　免 除 者 数　０名

　対 象 者 数　26名
　本日出席者　23名
　欠 席 者 数　３名

　出　席　率　　　　88.46%

ゲスト卓話
中津市町づくり発見研究会　会長　小野維平氏

清浄園との交流会　AM11：00～
松水マリンパークにて　担当：新世代委員会

■前々回出席報告の修正

　前々回欠席者　　２名

　メイクアップ　　０名

　欠　席　者　　２名

　修正出席率　92.31%→　92.31%

●メイクアップ

　なし

●欠席者

　白石、土居

昭和８年、御歌会始め

あめつちの神にぞ祈るあさなぎの海のご

とくに波たたぬ世を

この年、国際連盟脱退

昭和13年

静かなる神のみそのの朝ぼらけ世のあり

さまもかかれとぞ思ふ

昭和15年、紀元2600年　御歌会始め

にしひがし睦み交はして栄ゆかむ世をこ

そ祈れとしのはじめに

2600年を祝って「あめつちの」の御製が

巫女舞神楽として制定され全国で舞われ

た。昭和16年８月１日、米国による対日石

油全面禁輸。９月６日、御前会議で昭和天

皇は明治天皇の「よもの海みなはらからと

思ふ世になど波風のたちさはぐらむ」（明

治37年）をはっきりしたお声で２回朗誦

され開戦反対の御意を示された。しかし、

12月８日、真珠湾攻撃を以って大東亜戦

争に突入した。

昭和17年

峰つづきおほふむら雲ふく風のはやくは

らへとただ祈るなり

開戦となるや兵のことを偲ぶ歌が多い。

戦況悪化

風さむき霜夜の月に世をいのる広前清く

梅かをるなり（20年）

戦災地御視察

戦のわざはひうけし国民をおもふこころ

にいでたちてきぬ（同）

終戦の御聖断

爆撃にたふれゆく民をおもひいくさとめ

けり身はいかならんとも（同）

海の外の陸に小島に残る民のうへ安かれ

とただ祈るなり（同）

身はいかになるとも戦とどめけりただた

ふれゆく民をおもひて（同）

９月27日、昭和天

皇はマッカーサー

元帥をGHQに御

訪問、まづ真先

に『私は日本の国

民が戦争の遂行に

当って政治・軍事

両面で行った全ての決定と行動に対する全

責任を負うものとして、私自身を貴下の代

表する諸国に裁決を委ねるためお訪ねし

た』と言われ、命乞いに来たと思っていた

マッカーサーは激しい感動に揺すぶられた

（マッカーサー日記より）

昭和21年２月19日、全国御巡幸の旅へ（途

中、23年の１年間は占領軍の妨害で中断）

29年の北海道で終わる

ふりつもるみ雪にたへて色かへぬ松ぞを

をしき人もかくあれ（21年）

冬枯れのさびしき庭の松ひと木色かへぬ

をぞかがみとはせむ（22年）

潮風のあらきにたふる浜松のををしきさ

まにならへ人々（同）

昭和27年4月28日、主権回復（独立）

風さゆるみ冬は過ぎてまちにまちし八重

桜咲く春となりけり

国の春と今こそはなれ霜こほる冬にたへ

こし民のちからに

昭和62年、沖縄国体（10月）行幸は、直

前の御不例で出来なかった。

思はざる病となりぬ沖縄をたづねて果さ

むつとめありしを

昭和63年８月15日、御在世中最後の戦没

者追悼式

やすらけき世をいのりしもいまだならず

くやしくもあるかきざしみゆれど

昭和64年１月７日、崩御。

（文責：田原）



君が代、手に手つないで

会長　若松　定生

　今月９月は新世代月間

です。以前はRIでは「青

少年活動月間」と称して

きましたが、1996年（平

成８年）より「新世代のた

めの月間」と改められました。

　この月間中は特にロータリーの提唱するす

べての新世代への奉仕活動を個人として、ク

ラブとして、または地区として積極的に推進

し、また、各クラブは「各ロータリアンは青

少年の模範」という標語を尊重し行動する

ことを奨励しています。①青少年向けの職業

相談  ②青少年交換（この内、国際青少年交

換は15～19才が対象。また、研究グループ

交換が25～40才が対象なので、中間層の18

～25才を対象とした新世代交換もあります。）  

③青少年の職場見学　④例会プログラム参

加  ⑤学生への経済的援助  ⑥レクリエー

ション・プログラム  ⑦IAC、RACとの協同

奉仕など。

　新世代への奉仕は職業奉仕や国際奉仕と

も重なり合うがクラブ委員会組織上は1991年

７月１日より社会奉仕の人間尊重委員会に含

まれています。

　さて、私共のクラブの新世代のための奉仕

活動行事は、16日（日）に松水マリンパーク

で清浄園との交流会が催されます。今年の

新世代委員長は食の専門家だけあって、ま

ず魚のつかみ取りで取った魚、エビをすぐ

に焼いて食べる事で、いのちの連鎖を感じ

てもらうなど、種々の趣向を凝らしてありま

す。そして、一番大事なロータリアンと清浄

園の生徒さんとの交流を充分なものとするた

め、バーベキューのテーブルを16ケ用意しま

すが、このテーブル１つ１つにロータリアンが

１人ずつ付いて奉仕の実をあげたいと計画さ

れています。どうぞ会員の皆様一段の協力を

お願い致します。

幹事　榎本　正則

●例会変更　豊前RC

　9/20 18：30～九電資

　料館。日出RC 9/18、

　9/25。大分東RC 9/27。

　宇佐RC 9/27。大分南

RC 9/21。湯布院RC 9/19、9/26。

●週報受理　宇佐2001RC、熊本平成RC、

仙台平成RC、中津RC

●会報受理　なし

●週報お礼　なし

●幹事報告

・ガバナー月信が届いています。

・2007～2008年度ロータリーの友英語版注

文書が届いています。

・中津中央RC10月例会プログラムが届いて

います。

・さいたまユネスコ協会より、ネパール奨学

里親プロジェクトの支援のお願いが届いて

います。

●理事会報告　例会終了後、理事会をします。

・新世代委員会

小野会員

　来週の例会は9/16（日）

AM11：00より、松水マ

リンパークにて行います。

出席よろしくお願いします。

・親睦委員会

岩淵会員

　観月例会　9/27（木）

18：30～母屋（おもや）

にて。

・SAA

　９月末まで夏季の服での出席でよいです。

（上着とネクタイ）

担当：ロータリー情報委員会

○梶原会員

　本日のゲスト秋永様、

卓話よろしくお願いしま

す。

○若松会長

　本日のゲスト秋永様、

ありがとうございます。

　　　雲八幡宮宮司

　　　　　秋永勝彦氏

明治神宮の神拝行事より

明治天皇御製

さしのぼる朝日のごとくさわやかにもた

まほしきは心なりけり（明治42年御製）

いかならんときにあふとも人はみな誠の

道をふめとをしへよ（明治39年御製）

昭憲皇太后御歌

朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあらまほ

しきは心なりけり（明治31年御歌）

みがかずば玉の光はいでざらん人のここ

ろもかくこそあるらし（明治９年御歌）

明治天皇・昭和天皇

御製に仰ぐ戦争と平和の大御心

明治37年、ロシアの南下、日露戦争へ

よもの海みなはらからと思ふ世になど波

風のたちさはぐらむ

国のためあたなす仇はくだくとも慈しむ

べきことなわすれそ

明治39年、日露戦争終結

久方の空はへだてもなかりけり地なる国

は境あれども

明治42年

あらし吹く世にも動くな人ごころいはほ

に根ざす松のごとくに

昭和６年９月、満州事変勃発

昭和７年１月、上海事変勃発。

　 〃 　３月３日、第一次上海事変終結。

をとめらの雛まつる日に戦をばとどめし

いさを思ひ出にけり

（注）とどめしいさを＝白川義則海軍大将

「ロータリーは分かちあいの心」　“ROTARY SHARES” 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」　“He Profits Most Who Serves Best”

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

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

会 長 の 時 間

幹 事 報 告

ニ コ ニ コ ボ ッ ク

委 員 会 報 告

ス

ゲ ス ト 卓 話


