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本日

12月２日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知

次週

五大奉仕中間発表・年次総会

第2475回 例会報告／令和２年11月18日

天候

◇ロータリーソング
「我等の生業」
◇会 長 挨 拶
皆さんこんにちは。マ
ウスシールドを、ある方
からご提供いただき、今
日は試しに着けてみまし
た。ロータリーソングを
歌うとき、やけに自分の
歌声が響くので恥ずかしながらちょっと声が
小さくなりました。
今日は物事の選択、チョイスの話をさせて
いただきたいと思います。
私は若いころ、自分の心の汚さに非常に悩
んでいました。学校でも中世の思想家の性善
説や性悪説というキーワードを気にして、自
分は生まれながらにして性悪説といいますか、
悪い心の持ち主だと思っていました。あると
き、一生涯心の中で悪い思いをしても良いこ
とをして終われば、その人は最終的に善人と
して終われる、それでいいんじゃないかとい
うひらめきがあって一瞬心が晴れた、そうい
うときがあったことを覚えています。
しかし、それは実現不可能であることに気
付きました。どなたも生きていく上で多くの
取捨選択をしていると思います。その選択は
自分のためであったり、好きな人のため、誰
かから勧められたことをそのまま受け入れて
選択するといったように、動機はさまざまだ
と思います。その意思決定は最善の選択であ

12月９日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「創業110周年」
関
淑公 会員

曇

ったと信じたいところですが、選択から外れ
たものが誤りだと言えるでしょうか。
例えば町で捨て猫を見かけたとします。可
哀想なので家で飼うことにする、あるいは素
通りする。家で飼うとなれば何かを犠牲にし
なければならない。突き詰めていくと家は猫
屋敷になってしまう。この様な問答を繰り返
していくと、善人とはなんだろうとなってし
まいます。
選択という意味では、影響が大きいのは選
挙だと思います。戦争反対を掲げながら戦い
というキーワードが踊り、敵味方のイメージ
でとらわれがちです。候補者の演説にも正し
い選択だとか正義が勝つとか負けたとか。で
は、この度のアメリカ大統領選挙で、アメリ
カの国民が選択したものが正しいといえるで
しょうか。正義が勝ったといえるのでしょう
か。どちらともつかない状況を打破するため
に、投票結果に従うことを約束して選挙は行
われます。ルール化されたノーサイド精神だ
と思います。
申し上げたいのは、自分の心の中がいかに
ややこしいかということです。ロータリーに
おいても難しいと思っていることがあります。
それが職業奉仕です。午前中は徹底的な営利
活動をして、午後から心を入れ替えてロータ
リーの職業奉仕をしようというものではあり
ません。一定の行動や金銭的負担で完結する
社会奉仕、あるいは財団に関する事業とは違
って、これは何をもって実践なのかを認識づ
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らいために悩みます。職業を通じて社会に奉
仕する職業倫理、道徳、最大の利益ではなく
適正な利益、四つのテスト、いろいろキーワ
ードは頭に浮かびますが、いざという場面で
は目の前の事象に意識を取られ、じたばたし
ているようにしか思えません。四つのテスト
の５行目には、「言行はこれに照らして行う
べし」と書かれていますが、自分はまだ修行
が足りないということです。自分のスキルは
別にして、ロータリーの職業奉仕の理念が世
の中に浸透すれば、不正や悪徳といった言葉
がニュースから消えることは間違いないと信
じています。

◇会 長 報 告
鬼頭愼一会員の旭日双光章
受賞について、ご本人から、
このような時期でもあり、コ
ロナの状況を見ながら段取り
を進めるので、そのときには
よろしくというお話をいただ
きましたので、ご報告いたします。皆さんの
大きな拍手でお祝いをしたいと思います。お
めでとうございます。
◇幹 事 報 告
例会終了後、クラブ協議会を行います。そ
の後、理事会を５分ほど開催いたします。
12月２日は５大奉仕の中間発表です。各委
員長は準備をよろしくお願いいたします。
水曜会のバザー及び次年度の長期交換事業
は中止という決定です。

◇会員スピーチ

別役

重具 会員

「古事記と日本書紀」

今から８年前、2012年は古事記編纂1300年
という節目の年でした。古事記が編纂された
のが西暦712（和銅５）年、この年から丁度
1300年になるいうことで若干古事記ブームが
世の中に起こり、高知新聞の文化教室の講義
を引き受けて、早くも８年が経過しました。
また、今年は日本書紀編纂1300年という節目
の年になります。古事記から遅れること８年、
養老４年、元正天皇様の御代に成立したのが
日本書紀です。今日は、皆様方に「漫画で学
ぶ日本書紀」という神社本庁が作った漫画本
と「国の始まりの物語」という本をお持ち帰
りいただきたいと思います。
古事記と日本書紀の違いを簡単に述べさせ
ていただきます。両方とも日本の国の成り立
ちで始まっています。古事記が上中下の３巻、
上巻は、神代巻と申しまして神話が書かれて
います。日本書紀はそれに比べると膨大な資

料で全部で30巻、それに系譜の巻物１巻が添
えてあると書いていますが、この巻物につい
ては現存しておりませんので、30巻のみが現
存しているということです。日本書紀は神代
の巻は30巻のうちの第1巻と第２巻の２巻が
神話のことに充てられており、古事記から比
べたら割合は少ないといえます。ただ、やは
り２巻に亘っていますので、古事記にはない、
いろいろな物語が書かれています。
日本書紀の特色としては、本文の後に、こ
ういう話もあるという書き方で綴られており
ます。一書に曰く（ある文に曰く）
、という
書き方で11書まであるものがあり、全ての記
録を残そうという配慮があったわけです。
古事記は一般的に皇室の内庭の事業とされ、
日本書紀は国家の公式な事業として発刊され
たというふうに読み取ることができます。従
って古事記の書体は、いわゆる変体漢文と
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いって漢文ではないんです。今日でいう漢字
仮名交じり、まだ文章の表記が定まってない
時代ですが、特殊な書き方で日本の言葉を非
常に大切にするという形で、読みを中心とし
て書かれています。まだ平仮名のない時代で
すが、漢字を仮名的に使って読み下し方、あ
るいは１字１音節の書き方で書いたりしてい
ます。それに比べると日本書紀は完全なる漢
文体で、中国人が読んでも理解できる立派な
文章で書かれています。
もう一つの違いは、どこまで書かれている
かということです。日本書紀は神代の時代が
済んで、第１代の神武天皇から第41代の持統
天皇様までのことが書かれています。持統天
皇様は今でいう賭博禁止法を定められた天皇
様ですが、私はその辺のところは読んでおり
ませんので、また調べてみたいと思っており
ます。
持統天皇様は女性の天皇様で、天武天皇様
の皇后様であった方が、自分の孫に位を継が
せたいがために自ら天皇様になられて、後の
文武天皇様が成人するのをお待ちになった方
です。我が国の歴代の中に10代・８方の女性
天皇様がおられますが、全て中継ぎという形
で即位された方ばかりです。日本書紀が女帝
である持統天皇様までの第41代。そして古事
記が、もちろん神代の時代が済んで、第１代
の神武天皇様から第33代の推古天皇様まで。
そしてこの推古天皇様が我が国、初めての女
性天皇様であられます。この天皇様の和風諡
号（わふうしごう）は豊御食炊屋姫尊あるい
は豊御食炊屋姫天皇と申します。漢風諡号と
いう天皇様の呼び名は、実は最初から約50代
の天皇様迄は定まってなかったんです。全て
和風諡号といって、第１代の神武天皇様は神
日本磐余彦天皇という贈名（おくりな）でし
た。
諡号というのは贈名ということですが、常
識として知っておいていただきたいのは、天
皇様の贈名は、亡くなられた後に贈られるお
名前ということです。時々、平成天皇様とか
令和天皇様という呼び方をされる方がおられ
ますがこれは間違いです。現天皇様は今上陛
下、あるいは上皇陛下とお呼び方をされるべ
きであって、まだご存命の天皇様、上皇様は
全て元号で呼ばれるものではありません。

日本書紀は経年的に書かれていて、年号、
干支がきて、それから事跡が次々と書かれて
います。神武天皇がご即位になられて、今年
は2680年という節目の年でもあることは、日
本書紀によってそのことが分かるわけです。
神武天皇がご即位された正月の元日を今の太
陽暦に直すと２月11日になり、その日を我々
は建国記念日と読んでいるわけです。
今年は東京オリンピックの年でしたが、コ
ロナの関係でオリンピックが中止になりまし
た。実は昭和15年、このときにも東京オリン
ピックを皇紀2600年を奉祝する意味の大会に
するべく政府は進めていましたが、戦局の関
係で結局は開かれなくなりました。しかし、
2600年奉祝大会は、その年の秋、皇居外苑で
全国民こぞって祝う形で執り行われたのを、
映像で見られた方もあろうかと思います。
皇紀2600年からちょうど80年たって2680
年。日本書紀編纂1300年、それが２回続くと
2600。日本が文明開化した明治から数えて今
年は150年になります。明治から大正、昭和
の20年を合わせると戦前が75年、そして戦後、
昭和20年から今年までが75年、ちょうど真ん
中の年になるのかなと感慨深いものを感じま
す。以前、護国神社が創建以来、今年が150
年という話をさせてもらったと思いますが、
実は、私の本務である高知八幡宮も、明治４
年に高知城の中からお移りになってから、来
年で150年を迎えようとしています。
少し余分な話をしましたが、このように古
事記、日本書紀は天地開闢から始まって天孫
降臨に至るまで、それぞれの日本の長い神話
が書かれています。例えば、国生みと申しま
して日本の国土は神々が生んだことになって
いますが、日本のことは大八島国と天皇様が
統治するときには言っていました。大八島と
いうのは八つの島ということで、神話によっ
て八つの島が最初にできたから、日ノ本を大
八島の国というんだよということは古事記に
も日本書紀にも書かれています。まずできた
のが淡路島、次に伊予之二名島といって四国
です。古事記が成立したときの代表は四国は
伊予です。次は隠岐の島、その次が筑紫の島、
九州のことです。そして次に壱岐の島、対馬、
そして佐渡の島、1番最後に大八島豊秋津島
これが本州のことです。残念なことに北海道
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はそのときは範疇に入っていません。
四国について話をすると、「伊予二名島を
生めり。此の島は身一つにして面四つ有り」
身体は一つだけど顔は四つ、顔ごとに名前が
ありますよと。讃岐の国は飯依比古、伊予の
国は愛比売、阿波の国は大宜都比売、土佐の
国は建依別、こういう神々が国とともに名前
を持っておられますよという書き方をされて
います。これはぜひ覚えておいていただきた
いと思います。愛媛県は、古事記に載ってい
る神様の名前を持って県の名前にしました。
一番年上のお姫様を愛比売というし、かわい

いお姫様を愛比売といいますのでそういう二
つの意味合いを持った名前だと思います。高
知県と徳島県は一国一藩でしたから簡単だっ
たと思います。そして珍しいことに、神代の
時代からこの四国だけは四つの国、四つの県、
そういうところは他にはありません。例えば、
九州や中国地方はそうじゃないですので、民
情の違いもあったのではないかと思います。
少し中途半端なお話になりましたけど、こ
のように古事記、日本書紀は国の成り立ちが
書かれておりますので、ぜひとも興味を持っ
ていただきたいと思います。

◇出席率報告

うございます。
猿田隆夫 先日、私のクリニックの駐車場
でポールの機械的トラブルがあり困っていま
したが、森田会員のお陰で無事に解決しまし
た。お休みにもかかわらず駆けつけていただ
き、ありがとうございました。この場を借り
て厚く御礼申し上げます。
水上 元 佐野さんの力作「暗闇の掟」限
定100部出版の１部をいただきました。お礼
に代えて。妻の誕生日の祝いありがとうござ
いました。前川さんにわざわざ届けていただ
きました。ステキなジャコバサボテンが、毎
日つぼみを膨らませ、花を咲かせています。
中西克行 先日、佐野さんにお世話になり
ました。ありがとうございます。
西山忠利 誕生日のお祝いありがとうござ
いました。久し振りの例会出席です。
寺尾正生 誕生日のお祝いありがとうござ
います。
野町和也 入会記念のお礼。
ザ クラウンパレス新阪急高知 いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇早退 １件

総数 出席 欠席
11月18日

−1

53 43

2

11月４日

−4

53 40

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

7

81.13％ 96.15％

9

75.47％

100％

山村一正 前回の財団の話、ご清聴いただ
きありがとうございました。一部、ご指摘が
ありましたので…継続事業の件について誤解
がありました。失礼しました。
別役重具 拙い話をお聞きくださりありが
とうございました。
鬼頭愼一 この度の受章、皆様のご指導、
ご支援の賜と深く感謝申し上げます。
柳澤光秋 国際ロータリー第2670地区研修
リーダーを委嘱しました。第49回ロータリー
研究会をズームで開催。
中平真理子 ホタル会、お疲れ様でした。
関さん、𠮷永さん、お世話になりました。
石川 健 11月15日、ホタル会ゴルフコン
ペで𠮷永会員が高知ＧＣインで34、２アンダ
ーと驚異的スコアを出しました。近々エイジ
シュートも夢ではないと思います。おめでと
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高知東ＲＣ 歓送迎会
2020年11月11日㈬

於：ザ クラウンパレス新阪急高知

クラブ協議会
2020年11月18日㈬

於：ザ クラウンパレス新阪急高知
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月16日㈬ 役員会
12月23日㈬ 忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月30日㈬ 休会（年末年始）
2021年
１月６日㈬ 時間変更例会
（ザ クラウンパレス）
定例理事会（例会前）
１月27日㈬ 職場例会
役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ
12月７日㈪
高知中央ＲＣ 12月17日㈭
高知西ＲＣ
12月18日㈮
高知北ＲＣ
12月21日㈪
高知ＲＣ
12月22日㈫
高知ロイヤルＲＣ
12月22日㈫
高知南ＲＣ
12月24日㈭
高知中央ＲＣ 12月24日㈭
高知西ＲＣ
12月25日㈮
高知北ＲＣ
12月28日㈪
高知ＲＣ
12月29日㈫
高知ロイヤルＲＣ
12月29日㈫
高知南ＲＣ
12月31日㈭
高知中央ＲＣ 12月31日㈭

職場例会
夜間例会
忘年夜間例会
クリスマス夜間例会
忘年夜間例会
夜間例会
夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
年末休み
年末休み
年末休み
年末休み
年末休み

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

564,761円

8,293円

573,054円

11月18日

44,700円

704円

45,404円

今期の累計

609,461円

8,997円

618,458円

●会長／竹村克彦 ●幹事／西森やよい ●雑誌会報委員／永野正将・関 淑公
●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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