
　　

▼卓話予告

3/1　「生活習慣病の予防が健康

長寿の秘訣」 佐々木洋名誉会員

3/8　　「職業奉仕について」

3/15　「インターアクト活動報

告」　金光八尾高校

3/22　「笑う門には福来る」　

　　　　　　稲上武彦様

3/29　居相英機元会長

4/8（土）ＩＭ第４組ロータリーデー

4/12　「私を語る」

　幡田賀紀会員・相馬康人会員

平和と紛争予防・解決月間

　今月は、平和と紛争予防、紛争

解決月間です。

　今、戦争が大きく変わりつつあ

ります。昔の戦争体験だけを語っ

ても仕方がありません。パソコン

を駆使する世代に、教えを得る

時代ではないでしょうか。

　国家対国家の正規軍の戦争か

ら非国家主体との紛争、これら新

たな主体が起こす、各種テロとの

戦いへと、戦い方も変わってきて

います。

　もともと戦争とイノベーションに

は密接な関係があります。

　「平和を望むなら戦争を準備せ

よ」とラテン語のことわざにあるそ

うです。

　古来、平時であっても、武器の

開発や製造は、絶えることなく競

われてきました。

　いま軍事研究との向き合いをめ

ぐる議論があります。自衛的な装

備品ならいいのか、民生と軍事技

術の線引きは、どうなっているの

か、私達も関心を寄せる必要があ

ると思います。

　二つの世界大戦は、産業革命
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奉仕への情熱と創意を
積み重ね、品格を高めよう

国際ロータリー　テーマ

国際ロータリー 会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕する
ロータリー

国際ロータリー 第2660地区　テーマ

国際ロータリー  第2660地区  ガバナー　松本  進也

The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

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

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング「我等の生業」

▼ゲストの紹介

　　　米山奨学生　三宅　建　様

▼出席報告

▼その他の報告

▼会務報告

　　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓　　話

　　「どう生きる人生８０年時代」

　　　　　　　　佐野　清　元会長

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 



の結果でもあり、幅広い産業の動

員が戦力戦につながりました。原

子力利用や宇宙開発、コンピュ

ーター、インターネット、GPSも軍

事から始まっています。スマート

フォン、自動運転技術、人口知能、

ビッグデータなど米軍のIT要因は、

20万人に達するといわれていま

す。戦争は技術革新をリードし、

技術革新の影響を受けます。

　一方、戦争の理不尽さは、はる

か時空をへだてた、平和な社会

に果たして伝わるでしょうか。

　写真一枚、動画一編が多くの

人々の胸を揺さぶることはありま

す。

　今、「どこの国の歴史認識が正

しいか」、と優劣を競うかのような

言説が飛び交っています。むしろ

克服すべきは「他者との競争では

なく、いかに時空の壁を越えて、

一人一人が、「わがこと」にするか

ではないでしょうか。

　毎年20,000人が地雷によって、

手足や命を奪われ、紛争や迫害

によって5,100万人が難民生活を

強いられています。しかし、我が

国ではこの惨事を実感することは

ありません。

　「平和」とは、戦争や暴力の恐

れのない状態の事です。飢餓の

危険、迫害、貧困の苦しみのな

い状態を意味しています。

　また、思想と言論の自由、意見

と選択の自由であり、そして自ら

の意思で決定が出来る事です。

安全で安心出来る未来を意味し、

安定した社会での人生と家庭を

意味するものです。

　「平和」とは幸福感や心の平穏、

静けさであるとも言えます。

　ロータリーでは、国、文化、言語

によって分けるという事はしませ

ん。どこの国のパスポートを持っ

ているかは、問題ではありません。

大切なのは、「超我の奉仕」を信

じているかどうかと言う事です。

「超我の奉仕」に国境はないと言

う事です。

　奉仕の恩恵は、対象となった地

域社会に限られるものではありま

せん。また、若者や高齢者、学校

や施設を支援するプロジェクトも、

それらだけに影響を与えるもので

はありません。

　私達の奉仕は、人類全体への

奉仕です。そしてその影響は、後

の世代に受け継がれていきます。

ロータリーは、安全な水の不足、

栄養失調、衛生環境や保健施設

の欠如といった、争いの原因とな

る問題に取り組む事で平和構築

に努めています。

　このようなニーズが満たされると、

様々な機会が生まれると同時に、

希望が生まれます。

　希望に国境はなく、果てしなく

広がり続けるでしょう。この希望が

拡がった土壌から、平和が芽生

えます。

　私達は、奉仕を通じて、平和を

もっと現実に近づける事ができま

す。ロータリーの現実的な目標で

あり、実現可能な目標です。

　平和は政府による協定や英雄

的な取り組みによって実現出来る

ものではなく、日常のささやかな

行為の積み重ねの中から見出し、

達成できるものだと思われます。

▼22日、八尾市の青少年問題協

議会が開催される予定で、当クラ

ブからは委任状を提出しました。

▼次週例会後、クラブ戦略計画

委員会を開催します。

▼次年度のロータリー手帳の申

し込みを受け付けます。回覧しま

すので、ご記入ください。

▼国際奉仕委員会・

　　　稲田　賢二　委員長

　３月５～７日、台北東ＲＣへの公

式訪問と現地企業の視察を行い

ます。今回は18名のご参加をい

ただく予定です。本日例会後、

説明会を行います。

▼社会奉仕委員会・

　　　宮川　清　委員長

　地区より３月５日に開催される

「大和川クリーンキャンペーン」へ

の協力依頼が届いております。

ご参加できる方は、ご協力をお

願いいたします。

「天草四郎と島原の乱について」

▼正田　常雄　様

キリスト教伝来

　1549年　フランシスコ・ザビエ

ルが鹿児島へ

　1566年　ルイス・デ・アルメイダ

が天草へ

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話

そ の 他 の 報 告



織田信長（1534～1582.6）の関

わり

　安土セミナリオや南蛮寺建造

を許可

　延暦寺や本願寺に対する牽

制

　海外交易をもくろむ

天正遣欧少年使節団

　1582年2月　出航

　1584年2月　ポルトガル到着

　1590年　　　帰朝

　土産はグーテンベルク印刷機、

楽器など

豊臣秀吉（1536～1598）の関わり

　1587年　伴天連追放令

　1597年　禁教令…26人のキリ

シタン処刑

徳川家康（1542～1616）の関わり

　1614年　キリシタン禁教令

　神の前での平等を説くキリスト

教は、幕府政治に馴染まぬ

一揆の発端

　天草・富岡城：小西行長→寺

沢広高…年貢取り立て強行

　島原・原城→島原城：有馬晴

信→松倉重政…踏み絵、熱湯

責め

天草四郎の登場

　小西行長の家来、益田甚兵

衛の子

　本名＝益田四郎時貞

　1637年10月　湯島（談合島）

で16歳の四郎を総大将にまつり

あげる

一揆軍の奮闘

　1637年10月25日　島原の北

有馬代官を殺害

　　→　天草・本渡城攻略

　　　→　天草・富岡城攻撃　

　　　　　　　　13000人

　　　　→　島原・原城に籠城

　　　　　　　　　　37000人

原城立て籠もりの理由

　1.有明海に突き出た岬の城は

天然の要塞

　2.包囲軍に対するポルトガル

船からの攻撃が容易

　3.徹底抗戦が本意ではなく、

幕 府 の 認 許 （ 落 と し 所 ） を 期

待？

原城攻防戦（Ⅰ）

　1638年1月1日　幕府軍総大

将　板倉重昌　討死

　　　　　　　4日　松平伊豆守信

綱（”智恵伊豆”）が12万6000人

の軍勢を引き連れて着任

原城攻防戦（Ⅱ）

　1.オランダ軍艦による一揆軍

への砲撃

　2.地下道をめぐる小競り合い

　3.忍者投入

原城陥落

　1638年2月27日　幕府軍によ

る総攻撃

　28日　四郎側 37000人全員死

亡、幕府軍 死傷者1万数千人

戦後処理

　・島原藩主・二代松倉勝家は

断首

　・佐賀藩主・鍋島勝茂は蟄居

謹慎

　・「強制移民令」南島原には豊

後、薩摩、小豆島などから移民

召集

隠れキリシタン

　・1805年（11代徳川家斉の時

代）隠れキリシタンの存在が発

覚

　・幕府は「宗門心得違いの者」

として、不問に付す

　・明治まで何千人のキリシタン

が存続した

原城跡

　・原城は幕府軍によって徹底

的に破壊される

　・平成4年に初めて発掘調査

　　　１．武器、火縄銃の鉛の弾

丸で作った手製の十字架無数

　　　２．分断された人骨…キリス

ト教徒の復活を恐れた？

＜考察＞

　天草・島原での壮絶な一揆は、



元キリシタン大名配下の浪人た

ちの不満に加えて、当時３年続

きの全国的な不作（特にこの地

方の凶作）を無視して年貢の取

立てを強行し、餓死者や逮捕者

（→牢死）が続出しただけでなく、

特に島原ではキリシタンのみな

らず農民にまで「踏み絵」や「雲

仙の地獄責め」を強行したため

に、行き場のない農民を無理や

り「キリスト信者」に仕立て上げ

てしまったことが、そもそもの原

因であろうと拝察いたします。

▼山本（昌）会長　正田先生、

御無沙汰致しております。本

日、卓話よろしくお願い申し上

げます。

▼田中副会長　居相会員、先

日はお世話になりました。宮

川会員大変お世話になりまし

た。例会欠席お詫び。

▼山陰幹事　正田先生卓話よ

ろしくお願いします。楽しみに

しています。

▼佐野会員　正田先生お目

に掛かれてうれしいです。卓

話よろしく。楽しみにしていま

す。コーヒーありがとう。

▼坂本会員・中川（將）・菅野・

吉本会員 正田先生久し振り

です。卓話よろしくお願いしま

す。

▼中西（啓）会員 正田先生卓

話よろしく。

▼寺坂会員　雪で城崎へいけ

ませんでした。残念！！

▼今西会員　例会欠席お詫

び。

▼宇野会員　我社ＯＥＭ　ソニ

ーＫＯＯＶ（クーブ）いよいよ２

月８日発売です。

▼飯田会員　相馬さん、お気

遣いありがとうございます。

▼柏木会員 良い事が起こりま

す様に。本日よろしくお願いし

ます。

▼長竹会員　第１回被選理事

会御協力有難うございました。

▼野村会員　正田先生お久し

振りです。

▼西村会員　極寒ですが、皆

様体調に気を付けて下さい。

例会欠席お詫び。

八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

2/1

2/8

2/15

会員数

59

58

58

出席

47

40

37

（内出席規定適用免除者）

7

5

8

メークアップ

0

出席率

88.68％

78.43％

68.52％

確定出席率

88.68％

ニ　コ　ニ　コ　箱

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

補助金管理
セミナー

地区チーム
研修セミナー

理事会

月
平和と紛争予防
／紛争解決月間

月 火 水 木 金 土 日

水と衛生月間

ＰＥＴＳ

理事会

月
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