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     今週は 嶋中 完治 会員  

 

奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

望むは世界の久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 我等のロータリー 

♪♪今日の歌｢奉仕の理想今日の歌｢奉仕の理想」♪」♪  

 
 私は大正5年４月（1916）北河内郡津田村で生を受けました。津田尋常小学校（今

の中学）卒業、家業の農業に従事。 

 昭和11年12月1日近衛歩兵第二聯隊。近衛兵は全国から選抜された兵隊で主として

皇居を守衛するのが目的でした。入隊後半年間は非常に厳しい教育訓練。毎日５、６

回は殴られてない日はなく、入隊兵７０名の内２名が自殺しました。今も当時の事が思

い出されます。 

  

半年の厳しい教育が終わりますと、皇居

の守衛に誇りを感じながら無事任務を果た

し帰ってまいりました。１６年に召集。４年６カ月外地で過ごし、終戦後

復員、３６才まで農業、色々考えた末、統制撤廃と同時に素麺の販売。

当時はまだまだ食糧難の時代で 飛ぶ様に売れましたが、主として農

協対象に麦との交換で毎日トラック５台６台の販売。６月７月は、麦の穫

り入れで大変でした。 

  

 ところが、昭和３０年になりますと、食糧が出まわり販売は急に減

少。いろいろ考えた結果、家畜の飼料の販売を始め、昭和３５年頃には

月２，０００屯の販売になり、３６年「株式会社シマナカ」と法人に組織変

更。近畿一円に販売、昭和４０年頃には月商３，５００屯、３，７００屯と、

日本一番といわれるまでに販売を伸ばしましたが、42～3年頃から畜産

の産地が南九州へとかわり、近畿の生産者がどんどんやめていきまし

た。  

 

 迷いに迷った末、今のブロイラー卸と食品加工へと三回業種の

変更をしました。おかげさまで一年後にはブロイラー月700屯、加工食品は日本調理学校の指導を受け、 

短期間に年商25億～27億円に成長し、私は８５才で孫に社長をゆずり、 

今は名誉会長、息子が会長、孫が社長。 創業５８年、９４歳。  

          商売は １に運、２に商才、３に努力と思います。 

 兵役時代のわたくし 

 

 

       創業５０周年記念祝賀会にて 
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第第17421742回例会プログラム回例会プログラム  

●１２：４０ 開会の点鐘            岩本会長            司会 山口(彰)SAA            

●友情と親睦の握手             全会員 

●国歌斉唱                                       〃 

●ロータリーソング                〃 

 ｢奉仕の理想 」                                            

●お客様紹介                  親睦委員     

●幹事報告                   山口(尚)幹事 

●委員会報告 

 ・出席状況報告                      林（克）委員長               

●卓話「職業奉仕月間にちなんで」    北村 隆職業奉仕委員長  

●その他 

 ・ニコニコＢＯＸ報告             山口(彰)SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘             岩本会長  

●本日の会合＜定例理事会＞ 

 岩本、高島、山口(尚)、山口（伊）、小西、山口（彰）、初木、北村、岡山、南、源本、米田 

山口県 

 最近、運転免許証にも他の証票にも本籍を記

入したものがなくなりました。 

 私は山口県玖珂郡大畠村です。番地まで記入

するとだめですので記入しませんが、車の取り

締まりでも「あなたも山口県玖珂郡ですか？」

と言われる事があり、懐かしく思ったもので

す。 

 家の棟上げの時の赤白の餅まき。船の進水式

後の餅まき、おひねり懐かしいです。 

みんなで奪い合って拾ったものです。おやつの

ない時代に貴重な資源です。 

 故郷はいいですね。藤沢周平さんではないで

すが、乳のごとき故郷。 

 日時をはっきり覚えてないが、獅子の来る日

があった。朝から遠い笛の音が聞こえ、腹に響

く大太鼓の音がしている。遠崎の町の家々を獅

子が訪れているのである。 

 私はそれが恐ろしく恐ろしく、家の押入れの

中に隠れているがいつか見つかり、その獅子に

頭をかまれ、無病息災のセレモニーである。 

弟は怖くなかった様で兄弟でも気の胆の違いが

わかっておもしろい。 

 弟は５０年前に亡くなり、昨年５０回忌の法

事を行いました。 

 その時に人は忘れられる事が寂しくてこわ

い、この様な時にはその人の事を話しましょう

と弟の思い出話を家族、親せきに話をしまし

た。桜昌も覚えてくれていたらいいな。(じい

じの弟の話を)   大阪大手前RC  曽我部律夫様 

 

 会 長 通 信 

 先週のお客様 

 一年に一度の一日だけ、神社の奥深い所から

人々の前に出て来るのです。 

 ちなみに嘘のような本当の話、私の息子が大

学受験の時苦労したようですが、その時合格し

た大学の受験番号が本籍の地番の番号でした。

入学金を納める時にわかりました。 

  

 ふるさとは 遠きにありて思ふもの 

  そして悲しくうたうもの 

 よしや うちぶれて異土の乞食となるとても 

  帰るところにあるまじや ひとり都の 

 ゆうぐれに ふるさとおもひ 涙ぐむ 

  そのこころもて  

 遠きみやこにかえらばや 

  遠きみやこにかえらばや 

         ―室生犀星― 

 

 故郷ばんざい。山口県ばんざい。 
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 今週のパシャ！ 

「皇帝の話」     上野 徹  会員   

 現在、外交上、Emperorの称号を使用する

のは、日本の天皇のみである。 

日清戦争開戦詔書 天佑ヲ保全シ万世一系

ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝国皇帝ハ、忠実勇

武ナル汝有衆ニ示ス。 

朕茲ニ清国ニ対シテ戦ヲ宣ス。以下略  

御名御璽 明治二十七年八月一日 
米國及英國ニ対スル宣戦ノ詔書昭和十六年十二月八日 

天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ、

昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス。朕茲ニ米國及英國ニ對シ

テ戰ヲ宣ス。以下略 御名御璽 昭和十六年十二月八日 
『始皇帝』（前259～前210・第31代秦王） 

秦朝の第1世皇帝（在位、前221～前210）。姓は嬴（え

い）、諱諱（いみな）は政（せい）。趙の人質だった子楚

（しそ、秦の荘襄王）の子。呂不韋（りょふい）の子を孕

んだ妾（趙姫、ちょうき、子楚の正妻、始皇帝の母）を子

楚に見初められ、子楚の正妻の子として邯鄲に生まれる 

前221年には戦国の六国を滅ぼし、天下を統合し、中国史

上はじめて皇帝を称した。大名を各地に配置するという封

建の制をやめ、天下を36の郡に分け、その長官は中央が任

命するという郡県制度による中央集権化、焚書坑儒による

思想統制、度量衡・文字・貨幣の統一・車輪の統一などを

行い、万里の長城を築いた。「朕は前例に従うのは好ま

ぬ。朕がその前例を作るのだ。」と言い、朕という一人称

も一般の使用を禁止し、皇室専用の一人称にした。 

 中国陝西省臨潼県の南に驪山（りざん、麓には唐の玄宗

皇帝より楊貴妃が浴を賜った「華清池」があり、山腹には

1936年周恩来が、張学良につかまった蒋介石を釈放した

「捉蒋亭」がある。）から始皇帝の陵墓がみえる。その東

には、1974年発見された「兵馬俑」がある。劉邦（漢の初

代皇帝高祖）に敗れた項羽が破壊した始皇帝の陵墓は、現

代の中国の技術では、地下にあるとされている水銀の川等

の保存が難しいとして発掘の予定はない。 

後宮（こうきゅう） 

皇帝と相国（しょうこく、宰相）以外の男性は入れない男

子禁制であったが、例外として宦官（かんがん、男性の機

能を喪失＝去勢手術した男）なら許される。 

呂不韋（りょふい、文信侯） 

子楚をたすけ秦王とする。荘襄王の時、丞相(じょうしょ

う、総理大臣)となり、のち宰相(丞相のうえ)となり始皇

帝に仲父(ちゅうほ)と呼ばれた。子楚の死後、秦の王家の

血をひかない血のつながった秦王政にかっての愛妾で、母

太后との行状を「血に甘えるでないぞ」と言われ後宮への

出入りを禁止された。身を慎んだ呂不韋は大陰の嫪毒の噂

(彼を裸にし勃起したその巨根に桐でつくった車輪をはめ

て歩かせた)を流した。噂をきいた母太后のもとめに応じ

嫪毒を宮刑（きゅうけい、去勢）に処することにして実際

には手術しないで召し使った。後河南に流され毒で自殺。 

嫪毒（ろうあい、長信侯） 

母太后との夫婦生活により、後宮関係のすべてのことを決

裁できるほどの権力を得た。嫪毒の台頭を恐れた呂不韋

は、太后名義の印璽を捺した軍の動員令が無効であるとの

告発を画策し、反乱軍としての嫪毒の首には、銭（1銭＝

16gの金）百万がかけられた。嫪毒の死後、秦王政の屍体

検分により裸にされ、宦官としてあってはならないとびっ

卓  話 くり大きいモノが。嫪毒の死体は車裂きの刑に処され

た。事件処理は母太后以外、太后が嫪毒との間にひそ

かに生んだ二人の子を含め、ことごとく誅殺された。 

荊軻（けいか、刺客） 

燕(現在の北京を中心とする、河北省北部)の太子丹

(たん)の依頼により、秦都咸陽の咸陽宮で、自殺した

樊於期（はんおき)の首桶(懸賞金黄金千斤＝256Kg＜

斤＝256g＞)と割譲する督亢(とっこう、河北省涿県の

東南)の地図(絹にしるされた巻物の芯の部分に猛毒が

塗られた趙の徐夫人という男子の名匠のつくった匕首

が隠されていた)を携え、始皇帝暗殺を謀るが失敗。

法治国家である秦の法律では、王の宮殿に侍る群臣は

身に寸鉄を帯びることも許されない。ただ王のみが武

器をもつ唯一の人間であった。宮殿の下の武装した近

衛兵も王の詔がなければ、殿中にはいることができな

かった。侍医の夏無且(かぶしょ)は薬嚢を投げて秦王

政を救った。その手柄により約70Kgの黄金を賜った。

長すぎてすぐに抜けない剣を持った秦王政に剣を背負

われよ！と叫んだ者も褒美をもらった。 

易水歌  秦王刺殺の出発の酒宴が易水のほとりでひ

らかれた折、荊軻がうたった。「風蕭々兮易水寒、壮

士一去兮復還」「風蕭々として易水寒し、壮士ひとた

び去って復た還らず」 

献血キャンペーン実施 

 2010.9.28（火)  於：牧野市民生涯学習センター 

 2010年９月２８日(火)午前9時半より牧野生涯学習市民 

 センターにおいて「献血キャンペーン」を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・受付数  ７１名  ・採血数   ５８名 ・不採血数 １３名 

  参加者(敬称略) 

  山本、上野、高島、岩本、北村、初木、上山 

  小西、足立、木﨑、岡山、宮田、山口(彰) 

  ご協力ありがとうございました。 社会奉仕委員会 

第２回情報集会報告 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

日時：平成22年9月29日（水）１８時～20時 

於：魚慶（枚方市藤阪東4－7－1 ℡072-859-5501） 

 参加者（敬称略） 

 初木、日野、平尾、今西、稲田、岩本、駕田、川島 

 北川、北村、三木、南、源本、宮田、中村、中西 

 西田、岡山、重田、橘、高島、玉村、上野、上山 

 山口(彰)、米田  

 第二回情報集会へ多数の会員の皆様の出席を賜り、 

 ありがとうございました。これからも、会員の皆様へロータ 

 リーの情報を提供いたします。  委員長 上野 徹 
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第１７４１回例会出席報告（9月29日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ３９名 ７３．５８％ 

    第１７38回例会補正後出席率   ８６．７９％ 

メーク ４名  欠席  ７名  除外 ７名 

   お客様  曽我部律夫 様（大阪大手前RC）  
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 ＊RI日本事務局経理室より 

  ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 10月  １＄＝86円 

10/13 

(水) 

・卓話「米山月間にちなんで」 

 粟津直晶米山奨学委員長 

 米山奨学生 李侖錫(イユンソク)君 

10/20 

（水） 

・卓話 辻村順一会員 

10/27 

(水) 

・卓話 重田惠年会員 

11/3 

(水) 

・文化の日 休会 

○本日の配布物 

①ロータリーの友10月号 

②卓話資料（北村会員） 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信10月号 

○地区行事等出席報告 

 9/30 地区研修委員会             金森 

○地区行事等出席予定                 

 10/9 青少年奉仕正副委員長会議 源本、林(克) 

 10/15 IM担当者会議 

 10/19 幹事会                山口(尚) 

 10/23 財団委員長会議            川島 

 10/29～30 地区大会 

ニコニコ箱 合計 ¥10,000 累計  ¥359,000 

 ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊毎々会員の皆様には週報作成にご協力頂き 

  ありがとうございます。              西田英夫 

１０月１０月    祝入会記念日祝入会記念日  

  

足立恒雄会員（S50年） 

南   武会員（S62年） 

小北英夫会員（H6年） 

原 正和会員（H16年） 
 

おめでとうございます！ 

１０月１０月  祝お誕生日祝お誕生日  

  

  今中七郎会員（６日) 

  中西庸夫会員（８日) 

  

 

 

今後の予定  報告事項 

幹事会 

            2010年  １０月 

月 火 水 木 金 土 日 

4 5 6 7 8 9 10 

       

11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

       

お 知 ら せお 知 ら せ  
＜５RC親睦ゴルフ大会のご案内＞ 

＊日  時 ２０１０年１０月１６日（土） 

＊場  所 交野カントリークラブ 

       交野市倉治2937 電話892-1102 

＊参加費 ﾌﾟﾚｰ費¥19,000- 参加費¥10,000- 

＊その他 締切9月29日(水)  

IM担当者 
会議 

100万ドルランチ 

例会

定例理事会 

例会

例会

青少年奉仕正
副委員長会議 

財団委員長 
会議 


