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幹事報告

高橋

会長

「建国記念の日について」
2 月 11 日は、建国記念の日です。ここ数年、皇室につい
て議論が交わされています。生前退位や女性宮家など、今後
の皇室のあり方と言うよりも、どの様に存続していくか大変
深い意味合いを持って議論されている様です。
さて、今上天皇は第 125 代目で、天皇は天照大御神の子
孫と言われているのを、皆さんもご存知と思います。
初代天皇が神武天皇と言われ、天皇の位についてこれから
日本という国を作るぞと言ったのが、紀元前 660 年 1 月 1
日（旧暦）と日本書紀に記されています。明治時代にその日
を記念して紀元節というものを作りました。当時、欧米の列
強に肩を並べたく、例えばアメリカの独立記念日の様に、国
としての生れた日があった方がさまになるのと、国民の気持
ちを一つにまとめるために明治政府が利用したとも言われて
おります。昔は旧暦の太陰暦でありましたが、太陽暦が使用
されるようになり、
旧暦の 1 月 1 日が新暦の 2 月 11 日になっ
た訳です。戦前は、2 月 11 日に紀元節でお祝いをしていま
したが、戦後はＧＨＱがそのような思想は宜しくないと言う
事で廃止になりました。1950 年代には「紀元節」復活の動
きが高まり、国会で 9 回の議案提出が行われましたが廃案
となります。
そして戦後の復興が進み、
経済的にも豊かになっ
て来て、そろそろ国の誕生日を決めようという事で、佐藤栄
作内閣のときに、
紀元節を建国記念の日として定めた訳です。
何故、建国記念日ではなく、建国記念の日なのか。
「の」
の入った訳をご存知でしょうか？ それは、
「歴史上に基づ
く建国された日とは関係なく、建国されたと言う事実を祝う
日という解釈」の為なのです。何故なら、神武天皇が実在し
た証拠がなく、紀元前６６０年 1 月 1 日と言う日付も、後
から決められたものなのです。
では、実在した天皇は何代からかと言うと、26 代の継体
天皇（５０７～５３１）になります。26 代以降は、万世一
系の天皇である事はまがいの無い事実で、26 代以降でも約
1500 年続いている世界でも類を見ない天皇であり皇室で
す。神武天皇からですと、
約 2700 年にもなります。ですから、
皇室の存続を議論するうえで、安易にこうしよう、ああしよ
うとは言えない重要な問題と言えるのです。
最後に、建国記念の日とわざわざ「の」を入れたのですか
ら、歴史学的な事実にこだわらず、紀元前 660 年 1 月 1 日、
現在の 2 月 11 日を神武天皇が建国した日と言う事で良しと
するのが、日本の identity（アイデンティティ）なのかもし
れません。

勤二

幹事

・3 月 R レート
1 ＄＝￥108
・地区事務所より
台湾東部支援協力依頼
・熊谷市美術家協会より
授賞式開催の案内
・熊谷さくらマラソン大会事務局より
第 28 回熊谷さくらマラソン大会開催
3/18（日）熊谷さくら運動公園 8：25 開会
・埼玉交響楽団より
「第 80 回定期演奏会」後援依頼 5/27（日）
・スポーツ熊谷
第 181 号
例会日
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〈本日 4/4 のプログラム〉

理事会報告 / 卓話 名誉会員小島敏男氏

第9回

理事会報告

・ロータリー手帳 申し込みについて 15 冊
・米山奨学生
黄さん 1 年間終了予算内で餞別
・社会奉仕委員会
剣道大会、優勝旗棒老朽化のため買い替え
（社会奉委員会で協力）
・国際奉仕委員会
地区より
台湾東部地震に対する義捐金 1 名￥1,000 決
・青少年奉仕委員会
剣道大会
協賛依頼 1 枠￥5,000・手拭いデザイン・内容変更事項
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中山康徳会員
前回の夕刻移動例会では、本日イニシェーションスピーチを
頂く野村さんと隣席で楽しい会話が出来ました。
本日も期待していますので、宜しくお願い致します。

例会企画委員会
高橋

勤二 幹事

ニコニコ BOX

本日

累計

3/7

￥13,000

￥620,000

3 月 プログラム
3月7日

理事会報告

3 月 14 日

外部卓話
自衛隊基地司令

3 月 21 日

祝日休会

3 月 28 日

夕刻移動例会（タンドールキッチン予定）

野村 泰豪会員

イニシエーションスピーチ

イニシエーションスピーチ

野村

石井 尚久氏

泰豪 委員

誕生祝い

4 月 プログラム
4月4日

理事会報告
卓話 名誉会員

4月7日

地区大会

8日

小島敏男氏

１日目ホテルガーデンパレス（会長幹事）

2 日目

行田産業文化会館（全会員）

4 月 11 日

振替休会（地区大会）

4 月 18 日

卓話 熊谷市長
誕生祝い

4 月 22 日

地区協議会（次年度該当者）

4 月 25 日

夕刻移動例会
座禅例会 斎藤会員（東光寺）にて

今回は入会ご承認頂きありがとうございました。自己紹介さ
せて頂きます。野村泰豪と申します。昭和３６年２月１２日
に熊谷市宮本町で生まれました。生家の周辺は材木置き場や
木工所の並ぶ地域で、小さい頃はカンナで削った木屑や木工

富岡清氏

用ボンドの匂いとともに育った記憶があります。
６歳の頃、現在の自宅に引っ越しました。その自宅は、元々
が会社の創業者でした野村晃が熊谷市で初めてのボーリング
場経営をしようと購入したものです。しかし、用地の地目転
換に失敗しまして建設を断念しました。他に計画もなかった
ので自宅として住みだしました。父は「もし、開場したならば、
おそらくブームに乗って多額の利益が上がっただろうが、そ

青少年奉仕委員会
中山

の後ブームは急速にしぼんでしまったので、今頃は夜逃げを

康徳 委員長

しているだろう。
」と笑いながら語ったことが思い出されま
す。そんな父でしたので、様々な事業に手をだしておりまし

剣道大会について

たが、大半は失敗し、現在私が引き継いでおりますのが、そ
の数少ない成功した事業です。
その中の仕事のひとつに宝石・貴金属輸入卸の業種がありまし
た。その仕事の関係上、幼い頃より海外にでる機会に恵まれ

ニコニコ BOX
佐藤

ておりました。１２歳のときには地球をぐるりと一周回ってきた

良孝 委員長

りしてました。お蔭様でいろいろな経験をさせていただき、心
より感謝している次第です。その後は、社会人になり、今の会
社に戻り現在に至ってます。その間、ニクソンショック、オイル

小川会長・宮川副会長・高橋幹事
本日は野村会員、イニシェーションスピーチ宜しくお願い致
します。
石井典男会員
野村会員さんのイニシェーションスピーチ楽しみにしており
ました。
藤澤貞彦会員・武藤 正会員
野村泰豪さま久々に話うかがいます。青経会以来ですね。宜
しくお願いします。
浅井純次会員
野村さん、
イニシェーションスピーチ楽しみにしていました。
野村泰豪会員
本日は、イニシェーションスピーチで皆様のお耳を汚します
が、宜しくご指導の程 お願い申し上げます。
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ショック、プラザ合意による円高、平成バブル、その後の不況
等々様々な外的要因の影響を受けましたが、なんとか乗り切る
ことができました。まだまだ未熟な人間でございますので、今
後とも宜しくご指導の程お願い申し上げます。
最後になりましたが、亡くなって１０年が経つ父は当クラブ
のチャーターメンバーとして途中までご一緒させていただき
ました。その節は本当にお世話になりました。
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〈次回 4/18 のプログラム〉

卓話 熊谷市長 富岡清氏 / 誕生祝い

