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横浜鶴見北Ｒ.Ｃ

赤堀

◎芦沢康大会員にＲ財団からベネファクターの認証状とピンが送ら
林

道広

君

◎田中栄会員に米山奨学会から第１回米山功労者の感謝状が来まし


ゲスト１名 (｢ロータリーの友｣ 地区委員

れてきましたので贈呈致します｡

楠美憲輔様) の挨拶

たので､ 贈呈致します｡

#$%
◎先般開催された第４､ 第５グループ IM の御礼状がガバナー補佐
並びにホストクラブからきております｡

&$%
◎地区インターアクト卒業パーティーが３月15日(土)ワークピア横
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浜で行われます｡ 西山新世代育成委員長が出席されます｡
◎地区ローターアクト主催のポリオ撲滅チャリティーボウリング大

%&'

宮越さん､ 今日は楽しい話を聞かせて下さい｡

()

尾さん､ ようこそお久し振りです｡ 先日は素晴らし

*

会が３月16日(日)鶴見ヤングボールで行われます｡ 案内と登録用

い本をありがとうございました｡

紙を回覧しますので､ 希望者はお申し込み下さい｡

)+

◎第36回神奈川県ロータリアン親睦テニス会 (上野杯) の案内が来

,

犬飼先生､ 不良愚者ですがよろしくお願い致します｡

-+./

３月に入り暖かな日差しが眩しくもあり､ 嬉しくも感

ております｡ ４月８日(火)湘南ローンテニスクラブで開催されま

じる今日この頃です｡ 朝､ 晩の気温差で体調をくずされませんよう

す｡ 同じく登録用紙を回覧しますので､ 希望者はお申し込み下さ

に｡

い｡
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◎ワンワールドワンピープルの20周年記念イベントの案内が来てお
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ります｡

Ig
MIIg
JRFi

◎本日例会終了後､ 国際奉仕委員会を 3Ｆナイトで開催致します｡
◎次週14日は､ 定例理事会を開催致します｡



◎回覧物



・横浜港北 R.C 会報

◎例会変更のお知らせ
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横浜鶴峰ロータリークラブ
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平成20年３月15日(土)⇒休会 (定款第５条１節による)
３月29日(土)⇒27日(木)に変更

移動例会
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お花見会

場所：横浜スポーツマンクラブ








ロータリーの友３月号のご案内をさせていただきます｡
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本年４月から始まる NHK の大河ドラマは ｢篤姫｣ というタイト
ルです｡
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先日吉田会長に貴クラブをロータリーの友クラブ探訪

に地区の推薦候補となることをご了解いただきありがとうございま

さだ

薩摩藩島津斉 彬 の養女となって江戸幕府の第13代将軍､ 徳川家定
の正室 (本妻) になった悲劇のヒロインであります｡
なぜ悲劇のヒロインなのか？

した｡


｢篤姫｣ って知っていますか？聞いたことありますか？篤姫は､



本日はお世話になります｡

歴史を紐解くと､ 政略結婚という形で政争権力の道具として利用



久しぶりにお世話になります｡

されたことが判ってくるのです｡ 即ち島津斉彬は幕府に於ける陰の



①結婚祝いありがとうございました｡ もう何回目かわ

将軍と､ 天皇制の政権奪還を狙っていたと思われるからです｡
お いち

かりません｡ ②古川先生百合の大きな花束ありがとうございました｡
また娘にも分けました｡


神奈川東の皆様､ 結婚祝い本当にありがとうございま

まず17才の於一 (於篤) を訳も分らずに､ ただ江戸屋敷へ旅立た
せて､ ２年後の19才の時に家定と結婚させました｡
しかし､ 将軍家定は35才で若死となり､ 篤姫は19ヶ月の新婚生活
てんしょういん

した｡ 友春君は長年付き合っているにもかかわらず､ プレゼント１

で未亡人天 璋 院となってしまったのです｡
もち

つもくれませんでした｡

み だい どころ

!

古川先生､ 脇田様､ 明日の人工干潟の完成セレモニー

参加よろしくお願いします｡
"

として天皇家側の和宮と幕府の御台 所 の立場の板ばさみに苦悩し
て48才で死んでいったのです｡
せ

#$

宮越澄様､ 本日は､ お忙しい中､ ようこそおいでいた

だきました｡ 卓話よろしくお願い致します｡


かずのみや

そして､ 第14代の家茂の正室となった皇女和 宮の婆や (養育係)

 宮越監督､ 本日は卓話よろしくお願い致します｡

い

しかも､ 家定はおたふく風邪の所為で､ 子種のない将軍であった
から､ 篤姫は子供が出来ませんでした｡
さぁーて狂った政略結婚の結果として､ 島津斉彬はその後､ 坂本

龍馬の口効きもあって､ 長州毛利藩と薩長連合を組んで､ 天皇を中



心とした政治にするべく官軍となって､ 篤姫と和宮のいる江戸幕府

 


も攻撃することに発展するのです｡ なんとも予期せぬ方向へとなっ

(財政的影響を修正)

てしまったのです｡
歴史を知るということは､ このように意外な事実なり､ 予想出来

ロータリーのウェブサイトに掲載されるプロジェクト情報の量を
増やすよう､ 管理委員会に要請する件

なかった展開をもたらしてくれることが大変多いのです｡
皇位継承問題も只今は､ 平静を装っている状態ですが､ 実は将軍
家も直系の血を引く男子が将軍を継いでいくのが原則ですから､ 子
種がなかった家定の後は第14代を誰にするやら､ 相当もめました｡

提案者：フィンランド､ Lauttasaari-Drumso ロータリー・クラブ
フィンランド､ Ekenas で開かれた第1420地区大会にて承認

よし

家定の父､ 第12代将軍の家慶は25人も子供をもうけていながら､
・・
いわばカスの子供､ 子種のない家定を将軍職にしてしまったから､
後継問題に揺れ動く政情不安を招いたのです｡
つぐ

因に､ 第７代家継将軍は５才で７代を継ぎ８才で死去しています
から､ ８代の暴れん坊将軍吉宗は紀州から将軍となっています｡
なり

直系中の直系でない将軍は､ ５代綱吉､ ８代吉宗､ 11代家斉､ 14
よしのぶ

代家茂､ 15代慶喜と５人もいます｡ 中でも､ 大助平の将軍がおりま
す｡
第11代の家斉です｡ 家斉は一橋家から14才で将軍となり､ 69才で
没するまでの長期政権の間に54人の子供を生ませたといわれている
生殖産業の最前線を進んだ､ ただの助平親爺だったのです｡
正室と側室の合計で28人とも言われる女達を囲っていたから当然
といえば当然かもしれませんねぇー｡
さて､ この篤姫を演じる宮崎あおいさんに､ どの位の歴史認識が

2006年５月
国際ロータリーとロータリー財団は､ ロータリーの目標の推進､
世界の人々の飢餓､ 疾病､ 苦しみの緩和､ 識字力と計算能力の向上
のために､ 緊密な実りある協力を行っている｡
クラブと地区のレベルでこれらの活動に対する関心を保ち続ける
には､ 最新情報を提供する効率的なシステムが重要である｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
クラブと地区にインターネットで提供するロータリー財団の情報､
特に承認されたプロジェクト､ 実施中のプロジェクト､ 奨学金､ 世
界各地で計画された主な活動に関する情報の量を増やすことをロー
タリー財団管理委員会に要請することを検討することとする｡ また､
管理委員会が採決した決定事項に関するより多くの情報をクラブと
地区が容易に入手できるようにすべきである｡

研究されて身についているか？どこまで歴史的事実を活かして､ 創

 


造力を発揮して篤姫の人間像の肉付け (役作り) が出来るかで､ 大
河ドラマの ｢篤姫｣ が成功するか失敗するかと､ 断言しても､ 言い
過ぎではない位に､ 重要なポイントとなるでしょう｡
ただかつらをつけて､ 衣裳を着て､ 格好だけでやられたら観てい
る方はたまりません｡

委員会に要請する件
提案者：ドイツ､ Nurnberg-Reichswald ロータリー・クラブ

篤姫の人間性､ 生きざま､ 生活感等々､ 裏付からくる生き生きと
した篤姫像を創造してほしいものです｡
それには､ なぜ？

年次報告書に寄付増進に関する経費の内訳を記載するよう､ 管理

なぜ？ どうして？

という疑問を絶えず歴

史的観点から探究して人間篤姫に近づいてほしいと思っています｡

ドイツ､ Oberwiesenthal で開かれた第1880地区大会承認
2006年６月
ロータリー財団は､ 寄付者に対し､ 経済的かつ倹約的に運営する

もうひとつ ｢if｣ という言葉の裏､ 逆を考えてほしいと思う｡

倫理的な義務があるロータリー財団の管理運営が経済的かつ節約的

もしも､ 将軍と結婚しなかったら､ 篤姫はどう生きていただろう

に行われているかどうかについて懸念が残っていることは､ ｢毎年
あなたも100ドルを｣ の目標達成の妨げとなっている｡

か？
もしも､ 家定に男子が生まれていたら､ 篤姫はどんな母親になっ

よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､

皆様も時代劇を観るにあ

今後､ 年次報告書の ｢寄付増進費｣ の内訳を詳細に記載することで､

たって､ 歴史的事実を少々勉強した上で､ いろいろな創造力､ いや

これらの資金増進の経費の金額が透明なものとなるよう管理委員会

想像力をめぐらせてご覧いただけたら､ もっと違った視点でドラマ

に要請することを検討することとする｡

てどう和宮に対処していたであろうか？

を観ていただけるのではないでしょうか｡
些かむずかしい卓話になりましたが､ ご静聴いただきまして誠に
ありがとうございました｡

 

｢ロータリーの綱領｣ の第１項のスペイン語訳を変更することを
検討するよう､ RI 理事会に要請する件
手続要覧で使用されているロータリー綱領の第１項のスペイン語
訳は､ 本項の公式英文､ ｢The development of acquaintance as

an opportunity for service｣ (邦訳：奉仕の機会として知り合い



を広めること) の意味が明確であることを考えると､ 英語の原文と

ての資金業務処理｡

一致していない｡
英字辞典によると､ ｢acquaintance

地区による､ または地区に代わってガバナーが行ったすべ

地区資金のすべての支出｡



RI からガバナーが受け取ったすべての資金｡

(知り合い)｣ とは ｢親友で



はなく､ 職場または事業を通じて知り合った人との友好関係｣ と定

この年次財務表および報告書は､ 次の地区の会合に提出の上､ 討

義されている｡ また､ 他の言語に訳された文は正しく､ ｢友情｣ と

議に付され､ 採択されなければならない｡ この地区の会合は､ 地区

いう言葉は訳文に含まれていない｡

内すべてのクラブから代表者が１名出席する権利があるものでなけ

スペイン語訳に ｢friendship

(友情)｣ を入れることは､ その解

釈や会員間の関係において混乱を生じかねない追加である｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ RI 理事会は､ ロータリー
の綱領のスペイン語訳を次のように改正することを検討することと

ればならないし､ また､ 地区の財務表および報告書が提出されると
いうことを30日前に予告した会合でなければならない｡ このような
地区会合が開催されない場合､ 年次財務表および報告書は､ 次の地
区大会に提出の上､ 討議に付され､ 採択されなければならない｡

する｡

 


Primero. El desarrollo de relaciones personales amistosas
como una oportunidad de servicio.
｢第１｡ 奉仕の機会として友好的な人間関係の開発｡｣

 

地区の財務報告の要件を改正する件
国際ロータリー細則を次のように改正する (手続要覧第218ページ)｡
第15条

地区

15.060.

地区の財務

15.060.4.

地区の年次財務表および報告書

ガバナーは､ ガバナーとしての年度終了後３ヵ月以内に地区内全
クラブに対し､ 独立検査を受けた地区の年次財務表および報告書を

地区資金のための１人当たりの賦課金を会長エレクト研修セミナー
で承認できるようにする件
国際ロータリー細則を次のように改正する (手続要覧第217〜218ペー
ジ)｡
第15条

地区

15.060.

地区の財務

15.060.2.

地区の負担金の承認

地区資金は､ 地区内クラブの会員に均一の賦課金を割り当てると
いう方式によって､ 調達されるものとする｡ １人当たりの賦課金の
額は､ 次のいずれかによって決定するものとする｡


地区協議会に出席した次期クラブ会長の４分の３の承認｡
但し､ 会長エレクトが標準クラブ定款の第９条第５節の

提出しなければならない｡ この検査は､ 地区大会により決定された

項に従ってガバナー・エレクトによって地区協議会出席を

通りに､ 資格を備えた会計士あるいは地区監査委員会のいずれが行っ

免除されている場合は､ 会長エレクトの指定した代理が､

てもよい｡ 地区監査委員会による検査を行う場合､ 委員会は､


少なくとも３人の委員から構成されなければならない｡

会長エレクトに代わってあるいは地区の裁量で､ 投票する



すべての委員は正会員でなければならない｡

権利を有するものとする｡



少なくとも１名は､ 元ガバナーもしくは監査の経験を有す







地区大会に出席し､ 投票する選挙人の過半数｡ あるいは､

る人物でなくてはならない｡

地区の裁量により､ 地区の会長エレクト研修セミナーに

次の役職に就く人物がその就任年度に監査委員会に携わる

出席した次期クラブ会長の４分の３の承認｡ 但し､ 標準ク

ことは許されない：ガバナー､ 会計､ 地区銀行口座の署名

ラブ定款第９条第５節に従い､ 会長エレクトがガバナー・

人､ 財務委員会の委員｡

エレクトから出席を免除されている場合は､ 会長エレクト

地区が定めた手続きに従い､ 地区により選出された者を委

の指定した代理が､ 会長エレクトに代わって投票する権利

員とする｡

を有するものとする｡

この年次財務表および報告書の詳細は､ 次の項目を含むものとす
るが､ これらに限定されるものではない｡


地区のすべての資金源 (RI､ ロータリー財団､ 地区およ
びクラブ)｡



募金活動によって地区が得た､ または地区の代わりに受領
した資金｡



ロータリー財団から受領した補助金､ または地区が使用す
べく指定したロータリー財団の資金｡



すべての地区委員会の資金業務処理｡
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