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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～

３．行為と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

：伊禮 文雄

：岡江会長

：池田 彩織

：君が代・四つのテスト

：登壇なし

：登壇なし

：岡江 保彦

：平仲 絢子

：富田 真理子

：新垣義夫会員

：仲宗根 義次 ☆ゲスト

：仲宗根 義次 ・川村敦様（東江繁子会員紹介）

：岡江会長 ・仲宗根妃奈様（仲宗根義次会員紹介）

■岡江会長挨拶

＊＊＊　第２５０５回　（２０２０年１１月４日）　例会報告　＊＊＊

会 長 挨 拶

ｴｺ思想推進宣言

司 会

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

ロータリー財団月間

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

■例会プログラム

開 会 点 鐘

清 聴

ゲストビジター紹介

■ゲスト・ビジター紹介　

委 員 会 報 告

幹 事 報 告

池田彩織会員卓 話

　本日は、終息の目処がつかないコロナ禍に起因する諸問題について考えてみたいと思います。
最初に、事業不振や業務縮小に伴う自宅待機又は失職によって収入が減少し、生活苦になったため

に夫婦の仲が悪くなり、家庭内暴力を誘発する危機に直面している問題であります。この問題は、生
活費の支給を支援すれば解決できる問題ではなく、精神的なケアを併せて行う必要があると考えま
す。

次に、コロナ感染防止策として「密集、密接、密閉」を避けること。そうして、不要不急の外出を
自粛すること等が要請されておりますが、残念なことに、副次的にストレスの発症を併発する結果を
伴っております。家庭内に居座る時間が長期に及んだことによって、イライラした精神状態となり不
安、恐れ、怒り、妬み、そうして恨み等のマイナス現象を生み出すことになっております。しかし、
この精神状態は心の持ち方によってコントロール出来るものと信じます。

ところで、先般、私は友人の経営する割烹店に入り、洗面室を利用した折に、目の前に掲示された
文言に目を奪われました。参考までに皆様に紹介いたします。
◎こんな人はボケる
　・人の言い分を聞かず、自己中心に物事を考える「頑固」な人
　・直ぐに腹を立て怒鳴ったりイライラする「短気」な人
　・仕事にだけ打込んで来て、楽しみを持てなかった「無趣味」な人
　・人と和せない、人の和に入れない「友達のない」人
　・人を信じられず物・金しか頼れず「笑わない」人
◎こんな人はボケない
　・本を読む人　・書く人、語る人　・人の世話をする人
　・物忘れを気にしない人　・感動を忘れない人
　・いくつになっても生きがいを求める人
　・一生持ち続ける仕事を社会に働きかける人

人生百歳の時代、奉仕の喜びを共有するロータリアンは、皆、百歳人生です。頑張りましょう。

出 席 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

閉 会 点 鐘



【理事会方報告】 <本日＞
①12/23夜間例会（忘年会）の開催について ◆第２５０６回１１月１１日（水）

②創立55周年式典及び懇親会について 東江繁子氏（地区ロータリー財団委員）

【幹事報告】 演題：ロータリー財団の活動について

①2021-22年度地区委員募集のお知らせ ◆第２５０７回１１月１８日（水）

玉栄章宏氏（㈲きらら総合企画 取締役社長）

演題：「電力の自由化について」

【回　覧】 ◆第２５０８回１１月２５日（水）

ユンタク会

◆第２５０９回１２月２日（水）　理事会

②ロータリー財団月間リソースのご案内 福山冬威氏

（㈲スキップヒューマンワーク 取締役塾長）

演題：「三つ子の魂百まで」

◆第２５１０回１２月９日（水）

クラブ総会

◆第２５１１回１２月１６日（水）

ユンタク会

◆第２５１２回１２月２３日（水）

通常例会（忘年会）　点鐘12：30

（ご注意）夜間例会改め通常例会です。

■地区・他クラブよりお知らせ

・石垣ロータリークラブ

日時：11月11日（水）休会

　　※定款第7条第1節ｄ項（3）

日時：11月25日（水）休会

　　※定款第7条第1節ｄ項（1）

内容：職業奉仕（職業奉仕委員会と共催）

日時：12月3日（木）14：00登録開始

　　　14：30～開会・あいさつ

　　　14：45～講演　森田健司教授

　　　16：00～質疑応答

　　　16：30～ディスカッション

　　　17：15～閉会挨拶

会場：ホテルグランドパレス（千代田区）

登録料：5,000円

出席者：岡江会長、平仲幹事

　　　　新垣真由美職業奉仕委員長

訂正出席率 62.07% 79.31%

出席率

免除会員

0

23

訂正算定分母 29

メーク
アップ

29

18

■例会予定■幹事報告　　平仲幹事

②2023-24年度地区ガバナー候補者公表
栃木一夫氏（東京北ＲＣ会員）

①新型コロナウイルス感染症に関するロータ
リーの友事務所対応の件

■委員会報告

例会休会のお知らせ

第2505回

累 計

富田真理子RYLA地区委員

2020-21年度RYLA受講生募集のご案内
　日時：2021年6月18日～20日
　場所：あきる野市・戸倉しろやまテラス
　募集人数：21名（在京18名・沖縄3名）

2020-21年度　地区研修会

訂正出席者数

62.07%

一般会員

ポール・ハリス・フェロー
（財団へ1,000＄以上の寄付をされた方）

許田英子会員

2

会員数

■表彰

¥1,729

今回

例会NO.

例会日

出席免除者欠席数 2

79.31%

0

11月4日

2504

■ニコニコの趣旨

¥9,478前 回 累 計 ¥98,000

¥11,207¥101,000

¥3,000

新垣義夫会員、卓話ありがとうございまし
た。年表等の資料もあり、再確認できて勉強
になりました。（仲宗根 義次）

■新垣宮司、ためになるお話しありがとうご
ざいました。（茂宮 隆次）

■コロナ　クルナ　コワガルナ！
　　　　　　　　　　　　（宮城 富夫）

■出席報告

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥１04》

算定用会員数

0

出席者数

29

2505

前回

29

0

10月28日

2318

31

出席報告

31



次に記したものは「沖縄の行事辞書」より拾い出して見ました。
沖縄の御願行事「シマクサラシ」は「ヤナカジ・タナカジ」と呼ばれる沖縄の悪風や悪霊を払いのける
為の儀式で、地域によっては執り行われる日にちが違うものの、押しなべて旧暦2月上旬に行われま
す。
集落単位で行われるのが特徴で、牛や豚の血を付けた小枝を家の四隅に差して悪疫払いを行い、牛や豚
など動物の肉を用いた料理を食べるのが習わしです。さらに部落内の男性が広場に集まり、地域の神役
が牛や豚の肉を詰めた重箱とビンシーを拝所に持参して悪疫払いを行うのです。
一方で「左縄（ヒジャイナー）」と呼ばれる縄を、その集落に繋がる東西南北の道に張る儀式もありま
す。「左縄（ヒジャイナー）」とは、藁を「ひだりない」にする編み方で作られた縄です。「ひだりな
い」とは、通常とは逆の縄のない方で、左手が上になるのが特徴となります。沖縄の悪疫払いの御願と
となるシマクサラシでは、この魔除けの左縄（ヒジャイナー）に牛や豚の骨を括り付けます。集落に通
じる道に張ることで、外からやってくる悪疫を払いのける事ができるのです。
沖縄では「ヤナカジ（悪風）・タナカジ（悪霊）」が「ユシン（四隅）・ヤシン（八方）から入ってく
ると言われています。そんな沖縄独特の魔除けの儀式に興味深い方も多いのではないでしょうか。ただ
しこの「シマクサラシ」は、沖縄本島では中南部に多く、北部には殆ど見られません。
また離島地域でも、宮古島では盛んに行われていますが、他の島ではそれほど多くはありません。

卓話：「コロナ・クルナ・Ｅｔｃ」

　職業宣言　２．天与の職業を愛情をもって育てることが、職業奉仕だ。

新垣義夫会員

1.はじめに
新型コロナウイルスが中国の武漢から発生したと言わ

れるけれども、それが1年足らずして全世界へと驚異的
な感染の広がりに恐怖を覚える。
日本では現在感染された方の人数は103,408名
死亡者数1,795名
沖縄県は昨日まで累計して3,392名　死亡者数63名
2.世界の感染症年表（資料ー1）エマージングウイルス
（資料ー2）によると、ウイルスは5,000種以上に分類
進化していると云わていて、尚びっくりである。
3.沖縄でも、はやり病は数多くあって、特に年中行事の
中で①鬼ムーチー②カンカー行事はいずれも悪疫払いの
行事です。

ヒジャイナー

字平安名のムーチー行事
「牛ののどぼとけ」（ウシヌブーブー）



新垣義夫会員卓話　資料（１）
世界の感染症年表

　　



新垣義夫会員卓話　資料（２）
エマージングウイルス


