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銅冶 康之
こんにちは。きょうは応神天皇が倭（やまと）を征
服した話の続きをします。
応神の次が仁徳ですが、この時 421 年、宋書倭国
伝に仁徳が倭王讃として登場し、以後、履中が倭王珍、
弁恭が倭王済（せい）
、安康が倭王興（こう）
、雄略が
倭王武として記載されています。いずれも韓半島の
南半分は倭の領地であることを認めてくれという内
容です。
最後の武の記載が 478 年で終わっています。その
後倭国の韓半島での勢力が弱くなっていきました。
そして任那が503年に新羅によって滅ぼされました。
滅ぼされる前に、任那にいた応神天皇の分家の任
那王が大和へ避難していました。その任那王が男大
迹王（おおどのおおきみ）こと継体天皇です。そして
507 年武烈天皇が死亡しました。
ここで大和の応神天
皇の血統が途絶えました。
そこで大和へ避難していた継体が応神の血統を持
つ者として次の天皇となりました。継体天皇は任那
を新羅から取り戻そうと兵を送りますが取り戻せな
いまま 528 年 78 歳で死亡します。
「百済本記」の 528
年の記載では、日本の継体天皇、皇太子の安閑天皇、
皇子の宣化天皇が同時に死んでしまった、とありま
す。一度に三人死んだとなると、継体天皇が亡くなっ
た時に安閑と宣化が殺されたと考えられます。殺し
たのは次の天皇の欽明天皇と考えられています。
日本書紀では、欽明天皇は継体天皇の嫡子（ひつぎ
のみこ）と書かれてありますが、本当のところはわか
りません。ただ欽明は任那を新羅から奪還しようと
何回も兵を送ったことや、政事（まつりごと）も継体
と同じ群臣（まえつきみ）を採用したことからやはり
任那王家の血筋であり応神天皇の血筋でもあるとい
うことです。
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◆出席：44 名中 23 名
◆今年度の通算出席率：82.84%
◆今週のメークアップ：
▷６月１日(火)三条北 RC へ 坂本洋司君、広岡豊樹君、
野島廣一郎君、野崎正明君、坪井康紀君、長谷美津明君、
永井篤利君
◆幹事報告：石山昌宏幹事
◆2021 年 6 月のロータリーレート
１ドル＝109 円（5 月のレート １ドル＝109 円）
◆理事役員会報告 ～現次年度合同理事役員会～
日時：2021 年 6 月 7 日(月)12：10～12：25
会場：三条信用金庫本店 3 階ロビー
出席：現年度 14 名中 7 名、次年度 12 名中 8 名
議事 1．2021～22 年度収支予算案、および例会行事計画案
について……承認。ただし繰越金、事務費につい
ては今後も検討 ※予算書、例会行事計画表を配
布しました
議事 2．会長幹事慰労会について……通常例会とする
議事 3．
「新成人を祝い励ます会」への協賛金支出について
……承認。例年同様 1 万円スマイル BOX より支出

ニコニコボックス
6/7 7,000 円
累計 325,000 円
銅冶会長「本日もよろしくお願いします」
石山幹事「本日はクラブフォーラム宜しくお願い致します」
平松君「今日はクラブフォーラムです。次年度各委員長の皆
様より事業計画発表を宜しくお願いします。いよい
よ一ヶ月を切ってしまいました！」
木村君「本日は宜しくお願い致します」
大渓君「昨日、新津カントリーの月例で優勝することができ
ました。ハンデも年々落ち 23 になり C クラスにな
っていましたが、85 で回ることができ 10 アンダー
でした」
西潟君「笹生優花選手、全米女子オープン優勝おめでとう
ございます。今年の日本のゴルフ選手、男女ともす
ごいです」
坪井君「BOX に協力します」
加藤（一）君「BOX にご協力ありがとうございました」

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ）
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丸山 健（吉田）
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◆長谷川直哉 職業分類委員長
（石山昌宏(副)、永桶俊一）
１ 委員会の目的
◆2021-22 年度 平松修之 会長
木村 譲 幹事
クラブ定款第 9 条に則り、現
次年度スタートまでとうとう一ヶ月を切ってしましましたが、
会員の職業分類と分類表を
改めて次年度のテーマを発表しておきたいと思います。実際これ
再検討し、充填及び未充填職
からの一年がどのようになるかは神のみぞ知ることで、一日も早
業分類表を作成し、会員に通
く平常の日々が戻ることを期待して止みません。どうか皆様、そ
知する。
の時まで健康で、安全に、元気で過ごしていきましょう。１年間
未充填職業については、会員増強委員会並びに会
どうぞよろしくお願いします。
員選考委員会と連携し、会員増強に協力する。
[ クラブ会長主要目標 ]
２ 事業項目
○テーマ 「継続こそ前進。
」
①職業分類表の作成
こんな時だからこそ、今は続けることが最優 ②新会員に推薦された人を職業分類上の資格審査
先と思います。ロータリアンとして何ができ を行う
るか、何をすべきか、新しい時代にフレキシ ３ 予算 5,000 円
ブルに対応し、ロータリー本来の親睦活動
と奉仕活動を取り戻せるように努力します。◆長谷川直哉 会員増強委員長
○クラブ運営方針
（草野恒輔(副)、坂本洋司、加藤峰孝）
１．最大の課題でもある退会防止と会員増 １ 委員会の目的
強の推進
現会員の退会防止と会員の増強をはかることで、ク
２．安心して出席できる例会と親睦活動で ラブの繁栄を目指す。
出席率の向上を図る
２ 事業項目
３．ニューノーマルな時代の対応として、 ①全会員の情報と協力により増員を図る
オンラインでの会議と例会の推進
②若手や女性の入会を積極的に推し進める
４．皆が気軽に参加できるようにデジタル教室を実施
３ 予算 5,000 円
[ 収支予算 ]（※予算書を配布しました）

クラブフォーラム
2021-2022 年度クラブ事業計画発表

◆永井篤利 SAA （副 SAA：桑原朋子）
１ 委員会の目的
例会が秩序正しく、和やかに運営される
よう心がけ、会員や来訪者に好印象をも
たれる例会運営を目的とする。
２ 事業項目
①例会前に会場の整理と必要な備品を
確認し、会長、幹事、親睦委員長と例
会進行の打合せを行う
②ビジター、来訪者を歓迎し、親睦委員会の協力により、所
定のテーブルへ案内を行う
③定刻までに会員が席に着き、時間通り例会を開始できるよ
うに配慮する
④座席については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、
状況に応じた机の並びなど適宜対応していく
来訪者、会員等が卓話を最後まで心地よくしていただくため
に、テーブルの後片付けは閉会点鐘後にするように会員に協
力してもらう
３ 予算 1,833,000 円

◆佐々木常行 出席委員長
（長谷美津明(副)、野水孝男）
１ 委員会の目的
会員の例会出席はクラブを活性化させるための重
要な責務であり、会員の出席率向上を推進するこ
とを目的とする。
２ 事業項目
①クラブの出席率 90％以上を目標とする
②例会欠席者には、メークアップを呼びかける
③新会員には正しい出席規定を説明する
④楽しい例会となるよう、会長、ＳＡＡ、親睦委員
会などと協力する
⑤年間 100％出席者に記念品を贈呈する
３ 予算 80,000 円

◆桑原朋子 ニコニコボックス委員長
（塩入栄助(副)、西潟精一）
１ 委員会の目的
ニコニコボックスへの善意はク
ラブ奉仕・社会奉仕の活動資金
や寄付金として貢献しており、
また、クラブの周年行事の資金
◆松﨑孝史 会長エレクト / クラブ
としても積み立てられている。
奉仕委員会長【クラブ強化・運営部門】
そのため、会員の皆さんからの
１ 委員会の目的
協力が必要である。
会長テーマ「継続こそ前進。
」のもとに各
２
事業項目
委員会が連携を図り、親睦を深めながら、
①クラブの全会員からボックス担当をしていただく
新しいクラブ運営を進め、クラブ組織の
②会員の書いたボックス記事を週報に掲載する
強化を図る。
３ 予算 特に必要なし

２ 事業項目
①会員増強の推進
②会員相互の親睦を深め、退会防止に努める
３ 予算 特に必要なし

「会長幹事慰労例会」6/21(月) 通常例会で行ないます
（特製折詰をお持ち帰りいただきます）

