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皆さんこんにちは。本日の会長挨拶は谷口会長が休みなので代理でございます。

さて最近新聞テレビで毎日報道されているタイでの暴動の話ですが、この２～３日政府は銃を使うと

発表、そして実際に使い出し、三十人弱の死者も出ました。

そもそもタイは小乗仏教の国で殺し合いなんかしないので有りますが、最近高度成長し良い所まで来

ています。お金持ちになってくるとドンドン昔の人間らしさが消えて行くのが人間社会です。今、反政府の運動をしてい

るのが軍事クーデターで追い出された旧首相タクシン派の人達です。今日のタイの国を良く引っ張って経済も良くした

のが、タクシン氏であるといっても過言ではないと思います。彼は貧困層の最も沢山居た農村で農業に力を注ぎほとん

ど貧困を無くしました。どの国もですが国が成長するときは必ず裏でお金が飛び交います。我々の国も今の鳩山首相の

おじいさんの鳩山一郎は名神高速、東名高速、オリンピック、新幹線とお金の入って来る所はなんぼでもあったと思い

ます。

僕は二十年以上前オランダ、ポルトガルを旅行して石畳の猫の子一匹いない、帆船が二隻ぐらい止まっている港を

見てつくづく思った。！　百年前ここは荷役の労働者、物売り、売春婦と隙間もないくらい人がいただろう、（悪いです

が時が止まり過ぎ去った国、というイメージ）と同意に日本も近未来こうならないかなと頭をよぎったのを思い出しました。

現実に今製造国家だった我々の国からドンドン企業が中国や世界に散って行っています。生産国は中国、インド、

東南アジアと移管の最中であります。でも悲観的に成らないで頑張っていきたいと思う今日この頃です。

会長報告になったかどうか分かりませんが、こんな所で！

会 長 報 告 島　公造 副会長
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 5月27日（木） リラックス例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． 5月28日（金） 卓話 「お菓子の歴史について」 北谷　英市会員
和歌山中Ｒ．Ｃ． 5月28日（金） 卓話 「防災対策について〜東南海・南海地震から生き残るには〜」 松本宣光クラブ社会奉仕委員長
和歌山北Ｒ．Ｃ． 5月31日（月） 例会変更
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 5月31日（月） クラブ協議会
和歌山Ｒ．Ｃ． 6月 1日（火） 卓話 「職業奉仕について」 ２６４０地区職業奉仕委員長　北岡　満さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． 6月 2日（水） ３５周年記念式典を振り返って　リーダー　西渓　光照委員長
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 6月 2日（水） 例会変更

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長から、河川愛護月間行事における紀ノ川一斉清掃の依頼

が来ております。７月２５日（日）午前８時～１０時で、例年通り、集合場所は市民スポーツ広場です。後

日改めて、ご案内をさせて頂きます。

お手元に、２０１０～２０１１年度の委員会の構成表をお届けしております。

後ひとつき余りで新年度が始まります。各委員会においては事前に計画を立てておいて下さい。

ロータリー財団から、２４名の方にマルチプル・ポール・ハリス・フェローの表彰記念品が届いております。皆様方に

は、毎年２００ドルのご寄付を戴いておりますが、１，０００ドルに達した方に贈られるものです。今後も引き続き宜しくお願

い致します。

本日例会終了後、理事・役員会を３Ｆで開催します。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

５月１７日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　寺下　浩彰 / ５月１８日（火）　和歌山Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一

（敬称略）

前回の例会 5月20日（木）

●卓話「趣味うつつ」
 漫画家　マエオカ テツヤさん

●ロータリーソング 村田　昌之 ソング副委員長
「四つのテスト」

●出席報告 村田　昌之 出席副委員長
会員数５１名（内出席規定適用免除会員９名）
５月２０日（本　日） ３１名 ７３．８％
５月６日（メーキャップ後） 休会

本日の例会 5月27日（木）

●卓話「自分らしく…」
 保育士　三木　三恵子さん

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
ＴＨＥ  ＳＨＡＤＯＷ  ＯＦ  ＹＯＵＲ  ＳＭＩＬＥ（Ｊ．Ｍａｎｄｅｌ）
ＳＥＣＲＥＴ  ＬＯＶＥ（Ｓ．Ｆａｉｎ）

●「農商工連携への取組について」
 和歌山商工会議所　専務理事　小倉　正義さん

次回の例会 6月3日（木）

楠本　　章さん 野上幹事さん、米寿祝いのお花お届け頂きまして有難うございました。
楠本　　章さん 家内のお誕生日にお花を頂きまして有難うございました。
藤田　昌宏さん 家内にお花を頂きまして有難うございました。
藤田　昌宏さん 暑くなりました。皆様ご自愛下さい。
前田　成蔵さん 山東勝彦さん　 岸裏廣澄さん 　古屋光英さん
 私達のために、たくさんのメンバーが参加して長寿の会を開いて頂きありがとうございました。
 楽しい一時をおくらせて頂きました。感謝しております。ありがとうございました。
内畑　瑛造さん 妻にきれいな花を贈って頂き有難うございます。
玉置　博康さん 市内９Ｒ.Ｃ.ゴルフ大会で総合優勝しました。ありがとうございました。
八幡　建二さん 妻に誕生日の花ありがとうございました。
宮本　和佳さん 家内にお花を頂き有難うございました。
島　　公造さん マエオカ先生、本日の卓話有難うございます。
野上　泰造さん マエオカ様卓話楽しみにしています。よろしくお願いします。
瀧川　嘉彦さん  今年度も残りわずかとなりましたが、ＳＡＡの仕事を 

もうひとがんばりしたいと思います。
阪神タイガース応援団一同

〔お誕生日内祝い〕	 藤田　昌宏さん、名手　功さん、岡野　年秀さん

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １３６，３６２円（計１５名　１６件）お誕生日お祝い  ６２０，０００円　皆出席  １８５，０００円　その他  ２，３３７，８５１円）  累計額  ３，１４２，８５１円 

おめでとうございます！
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趣味うつつ 漫画家　マエオカテツヤさん

卓　話

人生の諸先輩の前で若輩がお話しするのは恐縮ですが、気軽にお聞き頂けたらと思います。

タイトルは「趣味うつつ」で趣味にうつつをぬかす者のことをいいますが、まさに私のことです。

趣味が仕事になったようなもので、色んな事を探求しないと気がすまなくなってきます。

最近一番はまっているのが「妖怪」で、妖怪のことを調べ始めたら止まらなくなってきました。妖怪

はおばけとは違いその存在の向こうには非常におもしろい当時の風習や風俗、歴史が隠れています。

その中でも一番ポピュラーな妖怪は皆さん御存知の「河童」です。河童にも諸説があり一番おもしろかったのが「河

童渡来人説」です。これは九州の方に河童祭りというのがあり、「オーレオーレデーライタ」といって歌いながら河童

の格好をして踊ります。その地には石碑も残っており、これには“呉人呉人（中国人）的来多（たくさんやって来た）”とい

う意味のことが書かれています。

また河童のくれた妙薬という話がたくさんの民話に残っていますが、それのほとんどが漢方です。

そういうことを深く調べていきましたら、意外にも河童というのは日本だけのもので中国にはいません。中国人という

のであれば当然中国にいると思われますが、西遊記に出てくる沙悟浄は「河伯（かはく）」という水上民族の人で、河

童とはいいません。戦に敗れて蘇州まで追われて来た人達が結局住むところがなく水上で生活を始めます。生活の糧

は漁業です。水は死と隣あわせで非常に怖い物という認識があり、水の上で生活するということは魔物と向かい合うと

いうことになりますので、体中に入れ墨を施し髪はザンバラ、腰蓑姿、そういういでたちの民族が流れて九州に来たと

いう説があります。こういう姿をした人が突然川からあがってくると自分たちの想像している河童に近いじゃないかと思

います。

他にポピュラーなものでは「人魚」があります。これも流れは中国ですが、中国には嘘も真も入り交じった百科事典

があり、これには人魚は２種類あるというふうに書かれています。

日本で云う人魚は半人半魚ですが、中国では海の人魚と山の人魚が存在しています。海の人魚は半人半魚のマー

メイドですが、山の人魚は深山の清流に住んでいて四肢はたくましく頭は赤ちゃんのように丸くそれを食べると不老長寿

の薬となるとされている、大山椒魚です。

次は和歌山にも妖怪がいないかと探してみると「一本だたら」というのがおりました。一目一足の深い山に住んで

いる怖い妖怪で調べていくと南方熊楠につきあたりました。熊楠と柳田國男は非常に親交が深く２人の文通の中にそ

の謎が隠されていました。当時は「たたら」というのは刀鍛冶の人のことをいいまして、神聖なる仕事ですので女人

禁制の深山で刀を打っていました。その刀の粉が下流に流れてくるので農家の人と非常に仲が悪く、たたらが下に下

りてきたときに嫌がらせをしたり、またその仕返しに農家の人が山に入ってきたときには驚かしたりしていました。

ではなぜ一つ目一つ足なのでしょうか。たたらというのは片足で踏み込んで片目をカバーします。

だからたたらの正体は、かつて山深いところで鉄を打っていた人というのにあてはまるんじゃないか、と思います。

もっとメジャーなものには「座敷わらし」というのがありまして、これは東北地方に伝わっている子どもに見えて大人

に見えない、という小さい子どもの妖怪です。座敷わらしがいるとその家が栄えて、いなくなるとその家が衰退するとい

う言い伝えがあります。なぜ子どもに見えて大人に見えないのでしょうか。？　東北地方には昔、貧しい家では子どもを

間引きするという悲しい歴史がありましたので、そういう世相があると本来もう一人子どもを育てられる家でも子どもを隠

して育てる場合がありました。その子どもが外を恋しがり、子どもの姿が見えると喜んで出ていき大人が来ると隠れてし

まいます。いつのまにか「座敷わらし」のいる家は“もう一人子どもを育てられる余裕のある家”ということで裕福という

ことになり、「座敷わらし」のいなくなった家は子どもを育てる余裕がなくなった家、ということで朽ちてゆきました。

それでは今ここにいらっしゃる方を妖怪にみたてて絵を描いてみたいと思います。

第13回理事・役員会議事録

議　題
日時　２０１０年５月２０日（木） Ｐ．Ｍ １：４０
場所　ルミエール華月殿３Ｆ（牡丹の間）

表　彰�
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（５）　３名

村田 昌之さん　中江 遵義さん　中野 幸生さん

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（４）　５名
内畑 瑛造さん　中村 靖男さん　西本 　亨さん　野井 　晋さん　藤田 昌宏さん

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（３）　１１名
伊藤 裕通さん　楠本　 章さん　黒田 純一さん　山東 勝彦さん　島　 公造さん
玉置 博康さん　中野 久生さん　古屋 光英さん　眞野 賢司さん　三毛 理一朗さん　八幡 建二さん

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２）　５名
岩橋 五郎さん　岡野 年秀さん　嶋 　忠弘さん　田原 久一さん　名手　功 さん

①　Ｉ.Ｍ. 第３組の組織表の打ち合わせ
　　 原案を一部修正、決定 
Ｉ. Ｍ.の内容について、Ｉ.Ｍ.実行委員長より説明、
承認。

②　例会場変更のアンケート結果について
　　まとめは、次例会で谷口会長より発表する。

③　新会員歓迎会について
　　日程を検討中。（本人の日程都合）

④　本年度第４回Ｉ.Ｄ.Ｍ.（岡野委員長）
　　・６月中、各委員会別を検討している。

⑤　次々期ガバナー候補について
　　今後の予定
　　•Ｉ.Ｍ.実行委員会　５月２７日
　　•今期理事役員会　６月１０日
　　•最終夜間例会　 ６月２４日（ロイネットホテル）

おめでとうございます。


