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本日の行事予定 (2017 年 4 月 14 日) 

第 3103 回例会 

卓話担当：小林啓子君 

講  師：スペイン語講師、 

ミュージシャン 

ルベン・フィゲロア氏 

演  題：「日本の真裏の国、 

私のペルー」 

 
先回の記録 

第 3102 回 ’17 年 4 月 7 日（金）晴れ 

卓話担当：生田達一君 

演  題：「ふるさと知らずの 

ふるさと自慢 パート 2」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  寺島淳一君 
会 員 総 数  66名   3月 17日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    17名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員    12名 
本日の出席率  78.78％  訂正出席 率  96.88％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君、猪飼充利君（ＰＥＴＳ） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

今月のロータリーのテ

ーマは「母子の健康月間」

です。 

ＲＩのジャーム会長は、

先進国でも発展途上国で

も乳幼児の死亡率は低下

して 1960 年と比較すれば

平均寿命は 52歳でしたが、今年生まれの子供たち

は 71歳に伸びたと言われています。また当時も今

も、子供の人生を決定する主要因は、この世に生

を受けた時にほぼ決定しています。その意味から、

子供たちの健康的な未来に定期的な予防接種は非

常に重要であると言われています。 

ロータリーでは教育、予防接種、出産キット、

移動クリニック等で母子の健康推進とＨＩＶ感染

予防、母乳による授乳、病気の予防に関する教育

も行っています。 

今月の『ロータリーの友』に「母子の健康」と

題して「女性の健康は女性だけのものではない、

女性が健康で生き生きとしていると家庭や社会全

体が健康になり、女性の健康サポートが地域社会

の活性化につながる」という産婦人科医の対馬ル

リ子先生の講演内容が掲載されています。 

岡崎ロータリーのメンバーで小児科医の杉浦先

生は、「先進国である日本では発展途上国にみら

れるような重い感染症や飢餓はみられなく、心の

健康問題である不登校や引きこもり、発達障害、

虐待など、“心の健康”“子育てのあり方”が社

会問題となっている。約 50年前から始まった核家

族化や高学歴志向に端を発しているのでは」と述

べられています。 

また我が国の最重要問題である少子化は、欧米

先進国に比し出生率は低いものとなっていること

や、いびつな人口動態も併せて非常に大きな問題

であります。この問題は国を挙げて各地区で色々

な取り組みがなされています。しかし現状の晩婚

化、晩産化等々の流れは簡単には変えることがで

きないようにも思えます。 

何で少子化が続くのかを考えていた時にふと思

い起こしたことがあります。確か私は結婚の時に

行う誓詞奏上で、「子孫繁栄を計ることに努めま

す」と誓ったことを思い出しました。インターネ

ットで各神社の例を読んでみると「良い家庭を築

いていきたいと思います」「世のため人のために

努めます」のようになっているようです。日本民

族の存亡には少子化は大問題であり、「母子の健

康月間に」に合わせて考えることだと思います。 

明治天皇の命により思想や宗教の自由を侵さな

いように作られた「教育勅語」には、さすがに子

孫繁栄についての内容は書いてないように思いま

す。子孫繁栄については、戦後主権在民になった

我が国では今後のために我々が各々考え、行動を

取ることが求められているように思います。 

勿論夫婦の道に背くことなくではあります。 
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幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、例会終了後に理事

会を開催いたします。該

当の役員・理事・委員長

の皆様にはご出席いた

だきますようよろしく

お願い致します。 

 本日、『ロータリーの友』4 月号をお配りさ

せていただきました。同じく『ガバナー月信』

4月号を回覧させていただきます。 

 本日、午後 6 時より「みやこ」に於きまして

国際奉仕委員会が開催されます。 

 本日、尾張津島藤まつり期間中に開催される

ＮＰＯまちづくり津島主催の「まちあそび」

の冊子をお配りさせていただきました。 

 
ニコボックス報告 第 3102回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 ①生田達

一君、本日の卓話よろしくお

願いします。②みなさま、本

日も元気にご出席ありがと

うございます。 

浅井彦治君 孫のあかりが

小学校に入学しました。 

生田達一君 本日卓話を担

当します。よろしくお願いします。またもやふる

さと「神戸」の話ですが、どうぞおつき合いくだ

さい。 

坂井裕君 ロータリーゴルフで久々に優勝しまし

た。 

篠田廣君 ロータリーゴルフ、準優勝しました。 

矢田潔君 ロータリーゴルフを体調が悪く欠席し

ました。 

浅井賢次君 ①ひ孫が小学校に入学しました。②

天王川、桜満開です。 

相羽あつ子君 桜が満開になりました。入園、入

学、社会人へとそれぞれの門出をお祝いいたしま

す。おめでとうございます。 

山田勝弘君 相ノ川の桜が満開です。雨で残念で

す。 

余郷利彦君、伊藤哲朗君 鈴木吉男観光協会会長

にお世話になりました。 

伊藤哲朗君 南方のあたたかい国から帰ってきま

した。ちびりそうになりました。 

伊藤幸蔵君、三谷栄一君、山本達彦君 伊藤哲朗

委員長のありえへん 1 ラウンド 2 バーディーをお

祝いして（奇跡じゃ～）。 

猪飼充利君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、後藤亨君、

佐藤敬治君、杦田勝彦君、住田正幸君、長田一郎

君、中野義光君、中村陽介君、山田章博君、山田

公男君、吉田康裕君 世界フィギュアスケート選

手権 2017、羽生結弦選手・宇野昌磨選手、金銀お

めでとう!! 

前田昭生君 ウィークリーに写真がのりました。 

中村陽介君、中野義光君、高木輝和君、稲垣宏高

君、横井知代君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：生田達一君 

演  題：「ふるさと知らずの 

ふるさと自慢 パート 2」 

 

2年前の卓話で、私は生ま

れ故郷である「神戸」につい

て「ふるさと知らずのふるさ

と自慢」のタイトルで話をい

たしました。今回の卓話はそ

の第 2弾であります。そもそ

も「ふるさと知らず」なのに、またまた話すとな

ると、自ずと前回にも増して内容希薄となります

がご容赦ください。 

 ただ今回はつい先日ＮＨＫ総合テレビの番組で

「神戸」を取り上げたものがありましたので、強

力な助っ人として存分に活用いたします。 

 

１．「ブラタモリ」を見て「神戸の港」「神戸の

街」のすばらしさを再認識 

 ※「ブラタモリ」…ＮＨＫ総合テレビで 2008

年から断続的に放送されているバラエティ番

組。街歩きを趣味とするタモリが日本各地を

散策しながら、その街の歴史などを地理学

的・地質学的側面を織り込んで、毎回用意さ

れた「お題」(テーマ)を軽妙なトークを交え

て探っていくという番組で人気が高い。 

  当番組に今年 2月 18日「神戸の港」、2月 25

日「神戸の街」と 2週にわたってふるさと「神

戸」が取り上げられた。 

 

【お題と答え】 

 ◎神戸の港… 

（お題）神戸はなぜ 1300年も良港なのか？ 

 （答え）奈良時代から発展（大輪田泊⇒兵庫津

⇒神戸港）した神戸港は良港としての

条件を具備し続けている。 

    ・水深がある（港には土砂を運んでくる

大きな川がない） 

    ・波が静か（元々大阪湾は陸地に囲まれ

ている地形。プラスアルファ『六甲山地』） 

    ・陸上運送に便利 

    ・大都市に近い 

    ・赤道を越えても腐らない水の存在 

  ≪キーポイント≫ 

     明石海峡（＋明石海峡大橋） 

     六甲山地（＋布引貯水池…「おいしい

水」を守る知恵） 
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◎神戸の街… 

（お題）神戸はなぜハイカラなのか？ 

 （答え）・外国人居住地以外の「雑居地」に外

国人が居住 

           …1868 年神戸開港時、外国人居留地の

造成が遅れたため日本人も住む「雑居

地」に多くの外国人が住んだことによ

り、和洋の文化が混ざり合いハイカラ

な風土が生まれる。（横浜・長崎では

居留地以外に外国人は住まなかった） 

           ・「神戸」と「兵庫」の一体化 

           …広大な雑居地で発展する「神戸」地

区と工業化が進んだ「兵庫」地区を分

断する城壁のような天井川（湊川）を

切り崩して「神戸」と「兵庫」を一体

化させたことで新生「神戸」は大きな

都市になる。食文化についても砂糖や

卵・小麦粉などが手に入りやすくなっ

たこともあり、広く「ハイカラ」が伝

わり洋菓子を楽しむ文化が生まれる。 

≪関連≫ ・市章…2 つの半円から構成

（「神戸」と「兵庫」） 

    ・瓦せんべい…洋菓子のル

ーツ 

    ・新開地…1901 年湊川の

付け替え工事に伴い、旧

湊川の流路を整備してできた地域。一

時は「東の浅草、西の新開地」とうた

われるほどに繁栄。1㎞の商店街に 24

の映画館・劇場があった。 

 

２．神戸に空港～もしかしたら「関西国際空港」？ 

 ◇神戸空港 

  ・旭川空港、帯広

空港に次いで国

内 3 番目の市営

空港。2006 年 2

月に開港、滑走路

の長さは 2500ｍ 

  ・ポートアイラン

ド沖約 1 ㎞の人

工島にあり、神戸

市中心部三宮へのアクセス良好 

  ・2015 年度の乗降客数は 254 万人（全国 91

空港中 16位）、当初需要予測は 434万人で

60％弱の実績 

  ・神戸市は現在空港の運営権売却に動いてい

る。関西国際空港・大坂（伊丹）空港の両

空港を既に運営している関西エアポートを

中心としたグループのみが手を挙げている

状況にて、いずれ関西 3 空港の一体運営と

なりそう。 

  ○1969 年、関西新空港構想が浮上。神戸沖、

播磨灘・淡路島・泉州沖が想定されたが、

アクセスの点から神戸沖が最有力 

   ⇒神戸沖空港反対決議（市会）（当時は全

国的に反騒音、反公害から空港建設反対

の機運が高かった） 

   ⇒時を経て空港の経済的効果が改めて評価

され、空港建設推進に傾く 

   ⇒既に時遅し､泉州沖にて決着 

 

３．「母校」長田高校に関する自慢 

 ・高校野球で昨年の「センバツ 21世紀枠」にて

甲子園初出場。初戦で海星（長崎）に 2-3 で

惜敗 

 ・旧制神戸三中ＯＢの著名人 

  淀川長治（映画評論家）、中内功（ダイエー

創業者）、花森安治（『暮らしの手帖』創刊

者）…ＮＨＫ朝ドラ「とと姉ちゃん」の唐沢

寿明演じる花山伊佐次のモデル 

 

４．神戸を舞台にしたＮＨＫ朝ドラ 

 ・「風見鶏」（1977年 10月 3日～1978年 4 月

1日放送） 

  ドイツ人パン職人と「国際結婚した女性が

異人館のそばでパン屋を営み、多くの人か

ら慕われていく話。このドラマにより北野

の異人館街が脚光を浴び「異人館ブーム」

が起きたおかげで、ヤクザの町というイメ

ージを払拭でき神戸への観光客が増えた。 

 ・「べっぴんさん」（2016 年 10 月 3 日～2017

年 4月 1日放送） 

   現在も神戸市に本社を置くアパレルメーカ

ー「ファミリア」の創業者の一人を主人公

にしたドラマ。ファミリアは日本の子供服

の草分け的存在。 

 

2009 年 10 月に、鉄人 28 号の

巨大モニュメントが新長田駅

南側にある若松公園に完成。神

戸出身の漫画家で新長田にゆ

かりの深い横山光輝さんの作

品の魅力でまちを盛り上げようと、地元商店街な

どが中心となってＮＰＯ法人「神戸鉄人プロジェ

クト」を立ち上げ、震災復興と地域活性化のシン

ボルとしての期待を託して作られたものです。 

明石海峡大橋 
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次回例会 

■第 3104 回 ’17年 4 月 28 日 (金) 

卓話担当：大河内勝彦君 

講  師：㈱いいなもっと 代表取締役 

久野 仁氏 

演  題：「楽しく安全な 

パソコンライフ」 

お知らせ 

■休会 
 4月 21 日（金）定款 6-1 
 
■台北滬尾ＲＣ訪問 
 と き：4月 19日（水）～21日（金） 
 ところ：淡水一滴水記念館・和平公園、 

福格大飯店、その他 
 その他：津島ＲＣより会員 12名出席 
 
■2017-18年度地区研修・協議会 

 と き：4月 22日（土）受付 11：30～ 

 ところ：ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

■地区研修・協議会お疲れ会 

と き：4月 22日（土）18：00 

 ところ：プライベートダイニング“点” 

 

■次年度ロータリー財団委員会 

 と き：4月 26日（水）18：00 

 ところ：ドンちゃん 

 

■次年度社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・

米山奨学及びクラブ奉仕各委員会合同委

員会 

 と き：4月 28日（金）18：00 

 ところ：朝日寿し 

 
誕生日祝福（4月） 

伊藤幸蔵親睦活動委員 

安江正博君（ 3日） 

滝川林一君（ 3日） 

児玉  昭君（ 5日） 

坂井  裕君（ 8日） 

杦田勝彦君（12日） 

宅見康悦君（25日） 

田中正明君（27日） 

 

夫 人 

鈴木吉男夫人（ 2日）  

後藤 亨夫人（ 3日） 幅  辰雄夫人（ 5日） 

高木輝和夫人（10日） 岡本康義夫人（18日） 

 

結婚記念日祝福 

水野憲雄君（ １日）   住田正幸君（ 2日） 

鈴木吉男君（ 3日）  松本浩義君（ 5日） 

田中正明君（14日）  浅井彦治君（16日） 

河西あつ子君（17日）  古川弘一君（19日） 

伊藤雅昭君（20日）  矢田 潔君（26日） 

安江正博君（29日）  寺田晏章君（30日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名誉会員の日比一昭津島

市長より会葬お礼 

寺島淳一君 

加藤則之副会長 

小林啓子会場委員 

にぎり寿司でした 

生田達一君 

今年度ニコボックス目標をクリアして、

さらに躍進いたします!? 

 今月の司

会です 

 久々のソ

ングリー

ダー… 


