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真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
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ロータリーソング

桑原　重之　
　副ソングリ－ダ－

「四つのテスト」

「はしの国」日本
はし和文化
研  究  会 花  山      晃     様

「日本と似ている国、ベトナム」
米　山
奨学生 NGUYEN,HAPHUONG     様

（グェン，ハーフン）

同行地区委員 伊藤　彰　様（福井RC)

RLI研修パート2修了証の授与　

大島　恒彦
　RLI委員長へ

田村　康夫　
　会長より

RLI9/11は、応用編で、6時間程拘束され、その間
ずっとディスカッション。難しいテーマに通常8名く
らいのグループで話し合うところ、その日は4名だ
ったので、すぐに順番が回ってきて、話しをまとめ
るのが大変だった。相当、鍛えられたので、ロータ
リーの事が分かるようになった。来年度は皆様に
還元していくので、ご期待いただきたい。

大島　恒彦　RLI委員長

　10月より、ネクタイ着
用の例会となるので、よ
ろしく願う。
　明後日9月25日（日）
嚮陽会館「さばえ交通安

全フェスタ」にて、今年度当クラブが社会奉
仕事業として、子どもたちの交通安全意識
向上や事故防止を目指して取り組みを進
めている「サバーンのおやくそくたいそう
（交通安全体操）」を、市内で活躍する「虹のは
し合唱団」の子ども達と共にお披露目をす
る。多くの出席のお返事をいただき、本当
にありがとう。当日は12時15分に嚮陽会
館集合。服装はロータリークラブ半袖ポロ
シャツでお願いする。ご参加のお返事をい
ただいてない方も当日参加大歓迎なので
ご都合がつく方は是非宜しくお願いする。
　鯖江RACより、今月末と来月初めの2つ
の例会の案内が届いている。来週9月29日
（木）午後7時30分より、さばえＮＰＯセン
ターにて「ボードゲーム例会」、また、10月7
日（金）は「ハロウィン飲み会」、会場は「か
んきち鯖江別館」登録料5000円、午後7時
から開会。登録締め切りは29日の例会が
26日（月）、10月7日の例会は30日（金）ま
で。既にメールで皆様に案内しているが、
どうか奮っての皆様のご参加を是非宜しく
お願いする。
　お手元のチラシは、文化サポート楽のコ
ンサート案内。今年オープンした鯖江公民
館で行う。
　次週9月30日は、当クラブ定款第6条1
節による休会となるので、ご注意願う。

ゲスト及びビジター紹介と会長の時間　

田村　康夫　会長
　本日のゲストは、はし和
文化研究会会長花山晃様
「はしの国」日本という題
でお話しいただく。そして
もう一方、福井東 RC山本
耕司様で、地区のRAC委

員を9年されている。
　会長の時間だが、いつも野中ソングリーダ
ーが書いて持ってきてくれるので、私も「年塙
」と書かせていただいた。三方五湖の水月湖
は、「年塙」と言って、7万年分の土（プランクト
ン・火山灰等）が堆積していて、下部（7～
43ｍ）は酸素がないため、生物が生息しない
事や、周りが山で囲まれ、入出する川がない
等、固定の堆積物がかき乱されることがない
ため、奇跡の湖、世界標準のものさしともいわ
れている。調査が開始され、過去 16万年分
の連続した土を採取でき、現在「年塙」の展示

幹事報告　

帰山　明朗　幹事

場を建設している。どうせ作るなら、恐竜博物
館のように世界規模にしようとか、外国人が
たくさん訪れるとか、一度見たらもう来ないの
では等、いろいろ意見があるが、三方町の総
合博物館の一部としての展示が有力だ。

好意と友情の握手タイム

次週9/30は休会
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はし和文化
研　究　会 花  山　 晃      様 「 は し の 国 」 日 本

委  員  会  報  告　

社会奉仕委員会
清水　康弘　委員長
　「さばえ交通安全フェスタ」9月25日は
12時半受付・13時オープニング。このオープ
ニングで体操を開始する。
　前回、皆さんに覚えていただいたと思うの

で、12時15分に集まっていただき、子どもたちとリハーサルい
ただきたい。よろしくお願いする。

委  員  会 事 業  報  告　

社会奉仕委員会事業
「サバーンのおやくそくたいそう」
　9月25日(日)嚮陽会館「さばえ
交通安全フェスタ」にて、子どもた
ちの交通安全意識向上や事故防
止を目指して取り組みを進めて
いる「サバーンのおやくそくたい

そう（交通安全体操）」を、市内で活躍する「虹のはし合唱団」
の子ども達と共に鯖江RC会員がお披露目をした。
　今年のフェスタテーマ「おどって学んで事故ゼロへ！」のと
おり、メインは「サバーンのおやくそく体操」。「サバーン」は幼
児教室等を通して子どもに人気の鯖江の交通安全ヒーロー
で、童謡「むすんでひらいて」に交通ルールを分かりやすく説
明した替え歌を作り、手話をもとに体操を振り付けた。幼児だ
けでなく高齢の方にもぜひトライ
いただきたい体操だ。
　会場には、親子連れら約500人
が参加し、楽しみながら交通安全
の大切さを学んだ。
　また、このキャンペーンの一環
として、手を繋ぐきっかけになれ
ばと、3～5歳児を対象に「手つな
ぎリストバンド」（親子でつけても
らえるよう大小お揃いになっている）を200セット寄贈した。
　「サバーンのおやくそく体操普及プロジェクト」として鯖江
RCが主となって制作しているＤＶＤも完成間近である。

はし和文化研究会
　　　　花山　晃　様
　「はし和文化研究会」は、２００６
年９月に数名の会員にて発足し、お
箸を通して日本文化の素晴らしさを
伝えていくことを掲げ、日々活動して
います。発足以来、各地に赴きマイ箸

作り・箸の講演活動・正しい箸の持ち方指導を中心に学童保
育や親子活動の場で「はし知育教室」を行っています。多い年で
約６０回あります。

●世界の食事方法
世界で食事する方法は、主に「ナイフ・フォーク・スプーン食」「箸
食」「手食」になります。世界の人口は約７３億５０００万人
（２０１６年９月）。その内、「ナイフ・フォーク・スプーン食」の
方が約３割、「箸食」の方が約３割、残り約４割の方が「手食」と
言われています。お箸を使う国で言えば、日本、中国、朝鮮半島、
台湾、ベトナムなどになります。お箸の使い方の違いをいいます
と、中国・台湾では箸とレンゲ、朝鮮半島では、箸とスプーン、モ
ンゴルでは箸とナイフというように箸を何かしら補助するものが
使われます。実は、お箸だけで完食できるのは日本だけです。こ
れは食材の違い、各民族の宗教的な事も含む食事法の違い、調
理方法の違いなどが影響して完成されて食事、またその食事か
ら作り上げられてきた食事作法の違いが関係しています。この
ようなことなどから日本人はお箸の国の人と言われる所以です。

●日本文化と箸と歴史
「ナイフ・フォーク・スプーン食」は、フォークが約５００年前
から一般的に使われるようになり、ナイフ・フォーク・スプーン
のセットで食事する形式が確立されたのは１９世紀ごろといわ
れています。
「箸食」は、聖徳太子が日本に箸を普及させたと言われていま
す。約１４００年前になります。また日本での一番古い箸の記
述は「古事記」「日本書紀」にあり、神代の昔から箸が存在したこ
とが書かれています。

●正しく箸を持つと…。
　箸の持ち方～人間の価値はどこで決まるのか？（箸が持てな

い人間を信用するな。）などといった書籍まであるように日本
人にとってお箸の持ち方は非常に大切にされてきました。ちょ
っと古い記事ではありますが、『日本経済新聞』２０１２年９
月２７日に、箸を正しく持てるかのサンプル調査結果がありま
す。約８０００人を３０～５０代対象に男女とも３割の人し
か正しく持てなかったとあります。この状況は年々悪くなって
いるようです。
　箸を正しく使うと３つの特典があります。①思考力（考える
力）・②注意力（集中する力）・記憶力（覚える力）が増すと言
われています。正しくお箸を持てることで脳細胞のチャンネル

が繋がり、活性化されると脳科
学では言われています。幼少期
から、大人になってからでも正し
くお箸を持てるようになること
は、日本人として国際人として立
派な文化人として誇れることだ
と思います。
この度はこのような貴重な機会

をいただきまして有難うございます。

にこにこＢＯＸ報告

田村　康夫
帰山　明朗
齋藤多久馬

小計 ￥  16,000
累計 ￥373,000

花山様　山本様ようこそ
花山様の卓話を楽しみに
卓話を楽しみに

窪田　健一
佐野　直美
木村　　明

山本様ようこそ　花山様の卓話を楽しみに
〃　途中早退します
よいことがありますように　早退します


