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慈愛の種を播きましょう SowtheSeedsofLove
2002～2003年度RI会長ビチヤイ~ラタクル

No.27

｢1Op lO l

矛…………響きようの例会録…………論
;第983回平成15年2月18日(火） 囎乳
曉辱病邑病淫,侭淫』侭響挿智侭響‘舞塔』‘長ｼ響両響』『債，f聖侭鰹,侭震4，侭農‘』‘義ｼ鯵･嗣農‘,‘,ﾐｼ鯉

ことわざにも多く ＊鬼が住むか、蛇が姓むか

(人の心の底にどんな考えがあるか月|･り知れない） ＊

鬼が笑う （実現性のないことをからかっていう） ＊

鬼とも組みそう （無慈悲に見える） ＊鬼に肝取られ

る（恐れる様） ＊鬼に衣（表面は穏やかで内心は恐

ろしい） ＊鬼のかく乱（壮健な人が摘気になること）

＊鬼の空念仏（無慈悲肴が慈悲者を装う） ＊鬼の日

にも涙（無慈悲者も時には慈悲の心が生じる）＊鬼

を酢にして食う （恐ろしいものをなんとも思わぬこ

と） ＊鬼も｜･八番茶も出花＊鬼のいいまに洗濯

＊鬼に金棒＊鬼の首を取ったよう、などがある。

四文字述語ではどうでしょうか。 「鬼突11秋|嗽」身の

毛のよだつような恐ろしい気配や悲惨な戦場の後の

様子。 「疑心I崎鬼」疑いだすと何でもないことまで疑

わしくなること。 「百鬼夜行」 さまざまな化け物が夜

II]に列をなして{II歩くこと、多くの悪者が傍若無人

にふるまうこと。 「神1'l}鬼没」神や鬼のようにI|}没が

自由自在の意。 「異城之鬼」外匡lで死んだ人の亡'瀧。

(中匝|では、死後は魂が人の体を離れてさまようと考

えられ、三朧| ・六IIﾘl時代以降、泰山の地下に魂が集

まって鬼のllt界があると階じられていた｡）

また、 「鬼面仏心」鬼の面のように恐そうな顔つき

をしているが、心が優しい人。 「鬼手仏心」 「仏心鬼

子」外科手術は体を切り開き鬼のように残酷に兇え

るが、患者を救いたい仏のような慈悲心であるとい

うように良い意味で使われることもあるようです。

それにしても鬼の受難の季節であります。

友愛の日 於：松楓閣

臓…祠…先週の記録……“…謝愈第982回平成15年1月30日(木） 晴；
睦 節分例会 ゼ3 烈

於:城山八幡宮17時～；哩

逢…響韓響縁…響歳蕊響侭雲"橇零,侭…些鳧……………襲
囹"我等の生業”

囮出席報告

会貝 70(64)名 1111 席 47名

出席率 73.44％

前々回 1月21R (修正出席率) 96.88%

－

|宮尾職業奉仕委員長より挨拶’
毎年、城l11八幡宮さんには御世話になり、有難うご

ざいます。今回で今年度の職業奉仕委員会の韮な活動

は終わりますが、侍さんのご協力に感謝致します。

|谷口幹事報告
屋匡

1 .本日例会は2月4R(火）の変更となっておりま

すので4日の例会はありません。

2．次I向|例会は2月18n(火）で場所を松楓閣にて12

時30分より開催致します。

尚、例会終~jゞ後、理事役員会を開催致しますの

で理事役員の方はお残り下さい。

園講話

“奇跡の稲「イセヒカリ｣，，

会員吉田玄省（城l1l八幡宮宮司）

天孫降臨の神話をご存じでしょうか。天照大神の

-f係の瓊瓊杵轆が商千穂の峰に降臨する際、大神は

高天原に育つ稲穂を授けてlflを治めるように詔され

たというH水苔紀の記事です。この壇瓊杵騨が天皇

家につながっていきますが、米は神から授かった命

の綴だという神話です。

伊勢神宮ではお供えの米を神宮神1I1で作っていま

すが、平成元年の秋、伊勢地方を：度の台風が襲い

神田のコシヒカリは倒れてしまいました。倒れやす

大口会長挨拶

節分例会・「鬼・おに」考

立春の時期になると、あちこちで「鬼は外・福は

lﾉ1」の声が聞こえてきます。

「鬼」は「隠（おに)」で姿が兇えない意であり、

天つ神に対して地上などの悪神・邪心、死者の認

魂・亡霊、怪物・もののけ、想像上の怪物・仏教の

影響で餓鬼・地獄の赤鬼肯鬼、錐見役など散々です。

「鬼のような人」といえば無慈悲な人・借金取り、鬼

ごっこなどでは人を捕まえる役でパッとしない。一方、

勇猛な人の意もある。更に、あることに精魂を傾ける

人を「仕事の鬼」といい、尊敬の的にもなっている。
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いのがコシヒカリの品大のｸ〈点です。ところが、 こ

の神111の｢|'火に枠（茎）が太く短い~:株の面-ｳ:する

稲がありました。コシヒカリの稲はくすんだ色です

が、この稲は成熟するにしたがって、兇!lIな黄金色

になりました。

神|･'1の管理街である森晋氏は、翌ｲﾄから試験職埖

を始めlll l l県腱業試験場の稲の州''1家による検侮で

は、県の雅準を上lulる驚災的な食味他が出ました。

また、 IIIil場職培を実施した結果、 つの穂につく籾

の数は平均1.25倍もの数値をボしました。他のI1I11種に

イモチ病が発生したが、それも{ハませんでした。

平成八年、 この鋸異の稲は伊勢神淘少窩司によっ

て「イセヒカリ」と命名され、その年の秋から神前

にお供えされました。

この年、 イセヒカリはfII;I紙に収|:げられ、 |jl･勢

神宮と山口県神社庁から全|:MI/､180fl:秘の樋籾の倣布

が行なわれました。

その結果、各地から「番り、艶、腰、 l l.みがあり、

おかずが要らないすばらいしお米」「肥料によって、コ

シヒカリをしのぐ味と収碓料を飛眺的にIII1ばしたりす

る躯が可能で、 1床亜視の稲作にも食柵危機にも対応で

きるスケールの大きな米」「炳虫'好に強く、無腱莱で職

培がnI能」 「台風でびくともしなかった」 「i'iii代を川い

ず、省ﾉJ化した耐拙きでも充分な収雌と味が出た_| 「収

稚期に穂は蛍金色で|･分熟しているにも拘らず、菜は

青々として強い生命ﾉjを保っている」などの報告がｲ《l1

次ぎ、 「現状では峨蘭の米」との評111iがされました。

当初、 「コシヒカリの突然変異」 ｜~此金lli!iなどの品

種が水mに混入した」などの難いが樅|､けられました

が、DNA分析によって、全くの新品伽であることが

確認されています。また、 このイセヒカリは「キメ

ラ」と呼ばれる現象が城繁に起き、変異株が次々に

現れるそうで、辿伝-f学的には「|､ランスポゾン」

といって、非術にまれな「動く巡伝子」をもつ｢'1能

性もあるそうです。

そして、 この米には腱業政策の影群で現在殆ど見

られなくなった熱辮ジャポニカの過仏子が含まれて

いるそうですが今だにこの米の親が確定できないそう

です。自然交配だとしてコシヒカリを母親とする仮

説を立てると、 この熱帯ジャポニカの迩伝子をもっ

た父親として推理できるのが神宮神111で育てられて

いる「珊蝿」という稲だそうです。実は、 この「端

11i」はll"l1犬皇の即位直後、伊勢神宮の正殿横で発

見された稲で、普通そのような所に一'|ﾐﾉkえの稲が

穂をつける事など有り得ないので、今も「弼稲」と

して神宮神田で大切に育てられています。

「高天原の稲穂をわが民に与えなさい」と稲穂を授

けられた天照入神を祀る伊勢神宮で昭測天皇の御代

替りに生まれた「瑞垣」を父親として、今I可の平成

の御代替りにこの「イセヒカリ」が生まれたとした

ら全く奇跡としかいいようがありません。

以上の』#からイセヒカリは「恵みの米」「蹄災の稲」

｢神の稲」「奇跡の稲」などと呼ばれていますが公的

機関の選抜によらず「民間」で「偶然」に生まれI上｜

の登録品種や奨励品種ではないので正規の市場には

出|回lりません。

しかし、この米を作る農家は増え続け、実際には

かなりの量が流通し、平成9年にはついに伊勢農協

も生産を始めました。

山口県では「周防豊穣」という純米泗、愛欠||県で

は「みあれ錦」という大吟醸酒も、この米を原料と

して砿造されています。

日本ではすでに神話時代から「盟葦原の瑞穂の|聖|」

といいます。 「瑞々しい稲穂の国」という意味ですが、

このような米に関する神秘的な話を聞くと、米とい

うものが我々H本人にとっては本当に特別なものな

のだという気持ちが直感として感じられます。やは

り米に対する思いは、民族の遺伝子に深く刻まれて

いるのだと思わずにはいられません。

稲の品種の寿命は百年はもたないそうで面-|-年後

にはコシヒカリは消えています。

変異株の中からやっと純系極が認定されたようです

が、 イセヒカリの神秘性や発生の謎はそのままだと

しても、 この極めて優秀で生命力に溢れた「奇跡の

稲」が「豊葦原の瑞穂の国」の食文化を救ってくれ

る事を祈りたいと思います。
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囹"手に手つないで”

囮新入会員紹介

ﾏﾙﾁﾌﾙ･ﾎｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰﾋﾝ授与’

池森山幸君に会長よりフェローピンが手渡されました。

囮3分スピーチ 森岡雑誌・会報副委員長

ロータリーの友2月号(15～16P)に萩原さんの記

事が掲救されておりますので、ご覧下さい。

皆さんは電話番号で171番をご存知でしょうか？

これは、災霄対策時の専用電話番号で、 もし災害が

起きた時に、ここにかけると“無事です｡”“今×××

に居ます”というような本人の声のメッセージで家

族や遠方の人に安否を知らせる事が出来るシステム

です。ただ、 171番が使用出来るのはNTTが災害と認

めた時です。私自身神戸で震災を経験し、職場でも

犠牲者が出て今年も慰霊祭に行って参りましたが、

この災害を教訓に家族の連絡先、 171番の掛け方等を

載せたカードを作り、各自携帯しています。

氏 名

生年月日

事業所

竹内克豊

昭和35年9月3日

竹内歯科室

東区東桜1-10-35

セントラル野田ビル3F

TEL961-7575 FAX961-7501

院長

昭和区御器所1-3-10

ハイム御器所7A

大口弘和

歯科補綴

親睦活動

へ

地

自

位

宅

推薦者

職業分類

委員会

|大口会長挨拶’
「かむ」ことの大切さ

年をとっても鯛がきれいに残っている人は知的に

も肉体的にも若いことが証明されつつあります。

医療経済研究機構の調査では、在宅の寝たきり老

人の半数以上がいれ鯛が合わずに食べにくいという

報告があります。

寝たきり老人にきちんと噛める入れ歯を入れ、口

の中を清潔に保つことでベッドに起き上がって食事

がとれるようになったという経験をした歯科医も多

く、歩けるようになったり、痴呆が改善したという

例の報告もあります。

このような事から「歯と咀I燗と老化予防」の研究

がマウスなどを用いて進んでいます。人間でも物を

よく噛んだあとの方が記憶力がアップするというデー

タや、よく1I伽むことによって老化を促進する活性酵

素を減らすという効果も確認されています。

他康な歯を残すと共に若さを保つために重要なポイ

ン1,は「よく噛む」ことです。子供の頃からよく噛む

稗憤をつけることで、脳の神経細胞を活性化させ、脳

を苦く保つことが出来ます。その為には小魚を骨ごと

食べたり、繊維質の食侃Iを食べることで意識的に噛む

IL11数を増やすように努めることが大切です。また、若

者の好む食べ物に不足しがちな、 ミネラル・ビタミン

をﾄﾙうために、欧米からも高い評価を受けている日本

食の伝統を見直すことも大切です。そのキイ ・ワード

は「じゃこ・海草・豆・芋・菜っ葉」よく噛んでいた

だきましょう。

囮出席報告

会員

出席率

前々回

囹ゲスト紹介

米山奨学生

70(64)名 出席 49名

76.56％

1月14R(修正出席率) 95.24%

王道海君
一

囮2月会員誕生日

在田君(2/4） 松永君(2/11)

木原君(2/16) 堀江君(2/16)

永井君(2/25）

西川君(2/12)

小坂井君(2/18)

池森君よりお知らせ

日本臨床矯正歯科医会が監修した“大人の矯正鯛

科”という木をお配りしました。ご~誠下さい。

谷口幹事報告

1 ．次回例会は30日(木)午後5時より城山八|旙宮に

て節分例会を開催致しますので2月4R(火)の例

会はございません。尚、先日ご案内致しましたが、

2月は厚生年金会館が工事のため使用できません

ので、場所の変更等を確認頂きお間違いのないよ

う、ご出席下さい。

2． ロータリーの友2月号がきておりますので、お

帰りにお持ち下さい。

－3－



朝見先生とはやはりご縁があったのか数年後お手本

を描いて頂くことになり、その頃杉戸清元名古屋市

長も来られており、毎週土I曜日に名古屋市の話・絵

についての話など非常におもしろく聞かせて頂いた

のをなつかしく思います。朝見先生がお亡くなりに

なり、私も多忙を窮め再び中断をしておりましたが、

知人の紹介で御園町にありました桂花堂で小寺礼二

先生の指導を受けました。現在、桂花堂は東山に移

転され小寺先生もお体の都合でお休みになられてお

り、私も再々中断しております。

今、私の一番の趣味はロータリーに出恥すること

です。能楽堂での20周年記念式典はロータリーと共に

歩んできた私にとりまして人生最大の思い出になっ

たと言っても過言ではありません。

囹卓話（1月21日分）

“私の趣味とロータリー”
会員水野民也君

今まで無趣味に近い状態でゴルフも少しかじりま

したが、ホールインワンをした思い出しかありませ

ん。陶芸も中村道年先生についてやっておりますが、

宮尾君のように深く極めるような才能もないようで

遊ばせていただいております。謡いもあるきっかけ

で習っており京都の奥村富久子先生について月1回

ほどお稽古して頂き毎年2月に「発表会」があります。

絵は古くから好きで父が日本画の朝見香城先生に

師事し、それなら自分は洋画を習おうと思いまして

鬼頭鍋三郎先生に師事しましたが先生のアトリエが

東京に移ることになりしばらく中断いたしました。

卜、’ 二コボックス ~
℃

’、'、'、'、'、'、’、’、’、′、'、'、′、〃、’、’、
ノ
、

ノ
、

眞輔 ；

4、〃、グ、〃､’、J、夕､夕､〃、"、〃、〃、〃､夕、〃、"、"､
／
、

／
、

; (1/30分）
､

；宮尾紘司

山本眞輔 〈
〈

会員誕生日祝い 〈
<

永井 勝 〈
／

今宵は寒い節分会 〉

吉F}lさん宜しくお願いします。 ；
会員誕生日祝い。夫人誕生日祝い；
小山雅弘 ／＞

今宵は寒い節分会 〈
ノ

吉田さん宜しくお願いします。 2
／

夫人誕生日祝い 〉
＞

大谷和雄 ＞

夫人誕生日祝い｜ 合計 ｜ ；
| 82.000円 ｜ ミ

ノ

久野峯一・牧野登志子

松居 敬二・三好 親

水野 民也・水野 賀續

水谷 祥督・森 幸一

西川 豊長・大口 弘和

佐久間良治・佐野 寛

笹野義春・鈴木 正男

鈴木理之・竹内 眞三

谷口 優・舎人経昭

魚津 常義・和田 正敏

山田 壽勝・吉田 節美

今宵は寒い節分会

吉田さん宜しくお願いします。

へ

； 城山八幡宮さんには職業奉仕委
ミ員会で毎年お世話になります。

； 吉田さん､今日はカッコ良いよ！
；秋山 茂則・在田 忠之

；藤田千津子・萩原喜代子

;林 哲央・伊藤三津子
ぞ伊豫田博明・神崎住惠

；加藤重雄・加藤大豊
；河村政孝・菊池 昭元

；小林 明・小出 毅
;小杉啓彰・小坂井盛朗

# (1/28分） 河村政孝・菊池昭元 吉田 節美・吉田 玄＃
；竹内克豊 小林 明・小出 毅 新会員の竹内さんを迎えて。 ；
； 本日千種ロータリーに入会させ 小杉啓彰・久野 峯一 木原 喜造・小坂井盛朗メ

；て頂く事が出来ました｡宜しくお 黒野 貞夫・黒須アイ子 西川 豊長 タ
ミ願い致します。 牧野登志子・松居 敬二 会員誕生日祝い。 ／〉
;大口弘和 宮尾紘司・三好 親 加藤大豊 〈
； 新入会員の竹内克豊さんを紹介 水野 賀續・水谷 祥督 夫人誕生日祝い。 〈〈
；させて頂きます。 西野英樹・佐久間良治 林 哲央 ；

；藤田千津子・二村 聰 佐野 寛・澤田 淳治 結婚記念日祝い。 ／〉
l萩原喜代子・池田 隆 鈴木正男・竹内 眞三 松永正史 ＞

#池森 由幸・石黒正則 谷口 優・舎人 経昭 会員誕生ﾛ祝い｡｜ 合計 ｜ ＃
；伊藤健文・伊藤三津子 和田 正敏・山田 壽勝 結婚記念日祝い｡| 75.000円 | ;
ノ 〉

; (1/21分) B型が猛威をふるうようです。 三好 親・水野 民也；
；秋山茂則 手洗い・うがい・安眠を。 水野 賀續・水谷祥督ゼ
ォ 「あなたの健康診断｣(冊子)を－ 在田 忠之・浅井誠寿 成田 良治・西川 豊長；

;部差し上げます｡皆さんの健康管 壽村 聰萩原喜代子 西野英樹･大口 弘譲哲央・池田 隆 佐久間良治・佐野
；理のご参考に。癌は怖いですよ。

池森 由幸・伊豫田博明 笹野 義春・澤田 淳治；
；鈴木理之

； 千年会の皆さんにご迷惑をお掛熊庭:架寶薑髻薬篭:鵬臺扉
＞けしました。 菊池 昭元・小林 明 山本英次・吉田 節美；

毅・小杉啓彰 吉田 玄；和田正敏 小出 〉
； インフルエンザレポート I 小山 雅弘・久野 峯一 インフルエンザに気をつけまう

「-合計 ｜ ；〈 ついに3日間A型で寝込みまし 柵木充明・松居敬二 しよう。
ノ

ミた。 1月末までA型、 3月までは 松永 正史・宮尾 紘司 | 56.000円 ｜ メノ

ノヘ,、,、ヘヘ,、ヘヘヘヘヘヘヘ,、ヘヘヘ,、へ,、ヘヘヘヘヘヘヘ,、ヘヘ,、へヘヘヘヘヘヘヘへ,、へ,、ヘヘヘ,、ヘヘヘヘヘヘヘへ,、,、ヘヘ,、ヘヘヘ,、ヘヘヘ,、／

＝

ホテル 16時～名古屋東急於囮次回例会2月24日(月） 1M参加
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