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第2452回 例会報告／令和２年１月22日

天候

◇ロータリーソング
「我らの生業」
◇会 長 挨 拶
皆さん、こんにちは。
今日は、ここ護国神社の
職場例会にお越しいただ
きありがとうございます。
車では大変だったと思い
ます。私も通り過ぎて、
また引き返してと、でも駐車場が大きくて
びっくりしました。先ほどは、別役会員のご
好意で高知東ＲＣとして正式参拝、御社殿に
おいて代表玉串奉奠をさせていただきました。
ありがとうございました。
１月もはや終盤に入りました。まさに「１
月は往く、２月は逃げる、３月は去る」です。
お互いにやるべきことは、早め早めに片付け
ていきましょう。
先週は、各地で成人式が行われました。新
成人の皆さんは、それぞれの将来、これから
の人生を思い描いたことと思います。当時の
自分を振り返ると、父に言われたある言葉を
思い出します。
「苦しい道と楽な道のどちら
かを選ぶとしたら、苦しい道を選びなさい」
正直なところ、そのときは、できれば楽な道
がいいと父の言葉を半ば聞き流していました。
でも、年を重ねるにつれて、その意味が分か
るようになりました。どんな楽な道と思って
進んでいても、必ず途中で何か問題は起こり
ます。それがほんの些細なことでも、自分が

晴

２月12日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「知って得する資産運営セミナー」
第一生命高知支社 山本多美江 様

職場例会
（高知県護国神社）

「楽」だと思ってやってきた分、大きな困難
な問題に感じてしまうものです。逆に、苦し
い道を通ると心に決めてやっていると、少々
の困難でも不思議に大変だと思わなかったり、
むしろ楽しくなったりすることさえあります。
つまり、
「楽な道」と「苦しい道」という
のは、心の道であり、心の持ちよう、気構え
ということです。敢えて、苦しい道を選んで
進んでいくと、ほんの小さな困難を乗り越え
ただけで、達成感や喜びを感じることができ
ます。そして、その積み重ねが自信になり、
人生を楽しいものにしてくれるのです。
さて、今月は職業奉仕月間で、先週は浦田
会員のスピーチでした。私は休んでしまいま
したので、週報で読ませていただきます。
「ロータリーの友」１月号にマローニーＲＩ
会長のメッセージや特集が組まれ、各地のロ
ータリアンからも様々な意見が寄せられてい
ます。職業奉仕の考え方は、長く議論の対象
になっていますが、一般の社会奉仕団体と一
線を画すロータリーの存在意義そのものです。
ぜひ、一読していただければと思います。
本日は職場例会です。後ほど、護国神社で
別役パスト会長のお話を伺います。楽しみで
す。水上委員長はじめ職業奉仕委員会とクラ
ウンパレス新阪急ホテルの皆さまにお世話に
なります。よろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
本日、東酔会を南水にて６時半から行いま
す。また、来週は、ロータリー休日、２月５
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日は観梅夜間例会です。ご参加をよろしくお
願いします。
◇会 長 報 告
・昨日の高知新聞の４ページに中越会員の記
事が掲載されています。ぜひご覧ください。

◇職

場

例

◇幹 事 報 告
・本日例会終了後に役員会を行います。
・新入会員候補者について、異議はありませ
んので入会手続きを進めたいと思います。
・首里城の火災に対する義捐金が１万5,317
円集まりましたので、寄付をします。

会

別役

今日は、護国神社にようこそご参拝をいた
だきまして本当にありがとうございました。
２月23日はロータリーの誕生日ですが、今
年から天皇陛下の誕生日でもあります。非常
におめでたいところですが、山下奉文大将が
フィリピンで刑場死した日が２月23日です。
フィリピンルソン島ロス・パニオス刑場でお
亡くなりになって、奉文はご祭神になってい
ます。実はここに山下大将の遺品の軍刀があ
り、先日、新聞社を集めて発表したところ、
こともあろうか、高知新聞が「戦犯、山下奉
文」と掲載してしまいました。我々にとりま
してはご祭神であります。
このお社は明治２年の５月に創建されてい
ます。その前年の明治元年は戊申の年と言い
ます。９月までは慶応４年という年で、９月
に改元され、遡ってこの年を明治元年と政府
は定めました。しかし、それまでの文書や歴
史は全て慶応４年と書かれていて、十二支は
戊申です。戊申の戦いは１月３日から鳥羽伏
見で起こり、直ちに土佐藩は官軍側に帰属し、
それぞれの部署で激戦をします。そして、最
後は東山道を進み、奥州福島まで攻め寄って
いきます。それまでに亡くなられた土佐藩の
藩士、藩兵は105人。この方達は、その年の
11月にお祀りをして、ご祭神として祀りあげ
た後、ここ大島岬の地を切り拓いて御社殿を
創建したのが、明治２年の５月です。従っ
て、去年から150年目に入り、今年の５月で

重具 会員

150年が満了するという節目の年になって、
今年５月には記念大祭を行います。
御社殿を創建して105柱をお祀り申し上げ、
この地にお鎮めになった後、明治10年に西南
戦争が起こります。これに高知県の兵士がた
くさん参加して熊本城で籠城します。熊本城
を守ったのは高知県の藩士です。熊本鎮台司
令長官・谷干城のもとで約３ヵ月籠城戦を行
いますが、やがて、東京から警視庁を中心と
した抜刀隊の援軍がきます。この抜刀隊はほ
とんどが鹿児島県出身者で、兄弟が血を血で
洗う戦いの末、戦局を切り拓いてくれて、西
郷軍は再び鹿児島に帰らざるを得なくなり、
城山で自沈をします。このときに170柱とい
う、戊申の役よりも多くの方が高知県の兵士
として亡くなっています。
しかし、この170の中の90名は高知県阿波
郡出身と書いてあります。つまり、明治９年
から13年までは徳島県という県はなくて、高
知県に併合されていましたから、このときに
亡くなった徳島県の方は全て高知県の神社に
祀られています。
その後、88柱の勤王の志士たちを奉祀しま
す。坂本龍馬をはじめとする明治以前に亡く
なられた方々は、それまではお祀りをしてい
ませんでしたが、運動が起こり、明治12年に
幕末に戦陣に死した志士、特に土佐勤王党の
方々を中心として奉祀しました。
その後しばらく戦死者はなかったのですが、
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約17年の後、明治27年の日清戦争で約250柱。
10年後の日露戦争では3,000柱。このときに、
明治天皇の思し召しもあり、御社殿を大改修
しています。そして、明治天皇様から三晃の
金杯というお盃がご下賜されたことになって
おり、今でも大祭のときには、このお盃に宮
司が自ら御神酒を注ぎ、お供えする風習が
残っています。
昭和16年の暮れから起こった大東亜戦争に
おいては、高知県関係ではフィリピンで5,000
柱、ニューギニアで5,000柱、その他を含め
合計４万1,744柱の、お国のために命を捧げ
られたご英霊たちの御霊を鎮魂奉祀している
のが、高知県護国神社でございます。
その後、一昨年、初めての殉職自衛官10柱
を別殿でお祀りしています。
全国には52の護国神社があります。ほとん
どの県にありますが、東京都、神奈川県は靖
国神社で１本化されています。明治12年に東
京招魂社が靖国神社と改称します。その後、
全国の戦没者は、それぞれの県の護国神社と
靖国神社にも祀られることになり、現在、靖
国神社には245万柱が祀られています。
数年前、靖国神社の合祀のことでもめたこ

とがありますが、我々の世界では、合祀とは
全てを一つにするものです。例えば、一つの
コーヒーが入っているカップに別のコーヒー
を注ぐようなもので、切り離せと言われても
できないということを前提としています。ど
ういう形であれ、一旦ご英霊としてお祀り申
し上げた方々は、二度と分祀することはでき
ないという建前を貫いています。
高知の護国神社では、春の４月２日と秋の
11月２日、午前10時から大祭が行われます。
高知県の場合はありがたいことに、春秋の大
祭には必ず知事が参列してくださいます。ま
た、月に３回、命月祭というお祭りをしてい
ます。それぞれの月において、戦死された方
のご遺族をお招きをしています。月によって
は100名ぐらい来られることもあります。
いずれにしても、今年は150年の節目の年
ということ
もあって、
おかまいな
ければご奉
賛をよろし
くお願いい
たします。

◇出席率報告

野志征生 インフルエンザがピークだそう
です。皆さま、体調管理には十分ご注意くだ
さい。
● 永野健生
入会祝いありがとうございます。
● 岡﨑勇樹
前田さん、先週の麻雀大会の準
備ありがとうございました。みんなが、前田
さん、前田さんと連呼し、麻雀に集中できな
いと思いましたが、しっかりと２位、さすが
です。麻雀大会に参加された方々に感謝申し
上げます。
● 岡
朝男 親睦麻雀大会で引き牌の良さ
だけで優勝しました。賞金をニコニコへ。
● 石川
健 梅木福美（私の叔父）が昭和19
年４月２日に満州国東安省虎林県虎林陸運病
院で戦病死しています。本日は職場例会で、
お詣りできました。ありがとうございました。
● 水上
元 別役さん、本日のスピーチ及び
職場例会を開催させていただきありがとうご
ざいました。
◇遅刻 １件
●

総数 出席 欠席
１月22日

－4

54 35

8

１月８日

－3

54 43

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

7

64.81％

84％

8

81.48％

100％

前川美智子 先週は例会をお休みし、竹村
副会長にはお世話になりありがとうございま
した。本日は、水上委員長はじめ、職業奉仕
委員会の皆さま、ザ・クラウンパレス新阪急
高知の黒岩さんをはじめ、ホテルスタッフの
皆さま、下見から準備等、大変お世話になり
ます。そして、貴重な別役パスト会長の卓話
も感謝します。お陰様で、代表玉串奉奠の体
験もさせていただき、本当にありがとうござ
いました。お礼申し上げます。
● 岡本淳一
本日の職場例会の用意、水上委
員長ありがとうございました。別役会員、楽
しい職場例会でした。
●
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■高知東ＲＣ当面の日程
２月15日㈯ 高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.
（高知ＲＣ
・三翠園）
２月19日㈬ ロータリー休日
２月23日㈰ PETS・DTTS
（サンポート高松）
３月４日㈬ 定例理事会
情報集会
３月10日㈫～12日㈭ 18:30（得月樓）
３月11日㈬ 13:30（ザ クラウンパレス）
３月15日㈰ 地区研修・協議会
（サンポート高松）
３月25日㈬ 役員会
４月１日㈬ 定例理事会
４月８日㈬ 第５回クラブ協議会（次年度）
４月15日㈬ ８ＲＣ合同夜間例会
（ザ クラウンパレス）
４月22日㈬ 役員会
４月29日㈬ 休会（国民の休日）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ ２月６日㈭
高知中央ＲＣ ２月13日㈭
高知北ＲＣ
２月17日㈪
高知南ＲＣ
２月20日㈭
高知ＲＣ
２月25日㈫
高知西ＲＣ
２月28日㈮
高知北ＲＣ
３月９日㈪
高知北ＲＣ
３月16日㈪
高知ロイヤルＲＣ
３月17日㈫
高知中央ＲＣ ３月19日㈭
高知ＲＣ
３月24日㈫
高知南ＲＣ
３月26日㈭
高知中央ＲＣ ３月26日㈭
高知北ＲＣ
３月30日㈪

高知東ＲＣ

創立記念夜間例会
ロータリー休日
ＩＭに振替
夜間例会
夜間例会
夜間例会
ロータリー休日
職場例会
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
花見例会
花見夜間例会
3/29花見例会に振替

東酔会
2020年１月22日㈬

於：南水

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

956,812円

7,580円

964,392円

１月22日

25,500円

242円

25,742円

今期の累計

982,312円

7,822円

990,134円

●会長／前川美智子 ●幹事／岡本淳一 ●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階 〒780－8572 高知市本町3－2－15
直通（088）
824－8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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