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■ 会 長 報 告                青島 克郎君

＜ソングリーダー＞  望月 晃君

＜ソング＞ 四つのテスト
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世界中に感動と興奮を与えてくれた北京オリン

ピックも閉幕いたしました。 

閉会した途端に中国バブルの崩壊とか偽装された

オリンピックとか色々と取りざたされていますが

開催前に心配されたテロや事故もなく無事終了し

たことは喜ばしいことだと思います。 

オリンピックではあらゆる場面で世界各国の国旗

がテレビや新聞に映し出されました。表彰台には

勝者の国旗が掲揚され優勝者の国歌が斉唱され表

彰台に立つ選手の誇らかな顔が目に映ります。 

前々から思っていたことですが日本の国旗は素晴

らしいと思います。 

シンプルで印象的でありこれこそデザインの極地

では無いかと思っています。 

そんな思いから国旗について少し調べてみました。 

国旗の起源は、船舶の帰属する国を表すものとし

ても用いられたところから始まったものが多く、

陸上で使うか海上で使うか、かつ民間用か政府用

か軍用かで国旗が違う国が有ります。日本でも自

衛隊の兵器や航空機に記される国籍マークは白の

ふちどりがついた日の丸を使用しますし、海上自

衛隊では旧帝国陸海軍の軍艦旗となっていた旭日

旗を、陸上自衛隊はデザインを変更した自衛隊旗

を使用しています。 

国旗のデザインにはキリスト教の十字架、イスラ

ム教を象徴する三日月や星や緑、共産主義のシン

ボルである赤旗に星をモチーフにしたもの、縦三

色のもの、横三色のもの、横二色のもの、国章を

あしらったもの、南十字星をデザインに使ったも

の、太陽を基としたもの、満月を基としたもの、

建国の由来や理念を象徴や文字で表現したもの、

装飾がない一色の国旗、国旗の形が長方形でない

もの等々が有ります。 

国旗の掲揚には、明文化されていませんが国際的

な慣習が確立しています。 

国旗が掲揚されるときは自国、他国の国旗に関わ

らず、起立脱帽し、姿勢を正し、国旗に向かって

黙礼することが基本だが、地域によっては、右手

のひらを左胸に当てて敬意をあらわすなどの習慣

もある。  

国旗を2枚掲げる場合は向かって右側を上位とし、

自国の国旗を掲げる事なく外国旗だけを掲げない。  

国際連合旗と一緒に掲揚する場合については他の

いかなる旗も国際連合の旗よりも高い位置に掲揚

されてはならず、旗の大きさも国際連合の旗より

大きいものであってはならない」とされています。 

現存する最古の日章旗としては、雲峰寺所蔵のも

のが知られ、これは後冷泉天皇より源義光が賜っ

たものとのことです。 

■ 幹 事 報 告                仲田 廣志君 
• ザ・ロータリアン誌が届いております。 
• 第２４回国民文化祭 藤枝、岡部実行委員会より

はばたく静岡国際文化祭プレフェスティバル静

岡県太鼓まつりのご案内が届いております。 
• 藤枝市みどりをすすめる会より、秋の募金運動の

お願いが届いております。 
• 藤枝明誠高校より、部活動全国大会出場の協力金

のお礼と大会結果報告が届いております。 
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• 子どもと本をつなぐ会より、賛助金支援のお礼状

が届いております。 
• 来週の例会はガバナー補佐訪問例会です。やむな

く欠席の場合は、事前に事務局まで連絡下さい。

なお、当日は１２：１５迄に例会場に着席下さい。 
• 米山梅吉記念館より、秋季例祭のご案内と館報が

届いています。 
２０年９月２１日（日）１４：００～ 
米山梅吉記念館ホール 

■ 出 席 報 告          山田 昭雄君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

24／35 68.57％ 26／36 72.22％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○杉山君 ○松葉義君 飯塚君 池ノ谷君 板倉君 

落合君 鈴木舜君 平君 仲田晃君 水野君 

望月志君  

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ              
• 夫人誕生祝ありがとうございました。竹田 勲君 

スマイル累計額  ２８６，０００円 

■ 委 員 会 報 告                    

『みんなに公平か』 

クラブ広報担当 柳原 寿男君 

時刻を知るための時計には、数千円のものから数

百万円のものまである。（宝飾時計では千万円を越

すものもある）しかし示す時刻は同一である。 

さて、我久の体内時計は、早朝の光の刺激でリセ

ットされると云われるが、すべての人間に全く公

平である。最近の医学的研究の結果、体内時計は

睡眠や免疫材構の他に身体の様々な働きに深く係

り合っていることが判っています。 

（今、例会の時間に空腹を感じているなら、皆様

の腹時計は正確に作動していると思われます。） 

 

 

 

 

 

■ テーブルメイトＡ            

『近江商人について』 担当 小西 啓一君 

 

なぜ近江商人なのか 

１．小西家の祖先が

近江（滋賀県）

の出身 

２．昨年藤枝南ＲＣ

の家族旅行で近

江八幡へ立ち寄る 

３．江戸時代２７０年と戦後６３年の共通点があ

る 

４．最近の経済不況が江戸の商人の生業を思い起

こす 三方よし 陰徳善事 

近江商人とは 

１．日本中世商人の発生 座 市場（庭）楽市楽座 

２．なぜ近江に商人は出て来たか 

交通の要所 近江泥棒伊勢乞食 

３．出た場所 ３ヶ所 湖東 日野 近江八幡 

五個荘  

近江の千両天秤 天秤棒での行商 

千両店 出店（枝店） 元禄年間（１７００年

頃）が最盛期 

４．商人が出てきた順に 近江八幡 日野 五個

荘 

５．どんな商いをしたか 

鋸商い 持ち下り荷 登せ荷 産物廻し 

金融業（大名貸し 名目貸し 郷貸し）製造業

（紅・酒・油）共同企業・講 

６．商人の一生 １０歳 丁稚 奉公 ５年後初

登り（退職の形をとる） 

１６－１７ 中登り（２－３年後）隔年登り 

３０歳頃 番頭に昇進 毎年登り 

主人に対し店を主人のものと思うな、ゆずり受

けゆずり渡す３０年間の奉公人と思え 

江洲店 関東後家 
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７．家訓 

しまつして、きばる 他人の嫌がる苦労を進ん 

で「キバリ」 

 長期的にみて経済の 

三方よし      他国へ行商するもの総て

我が事のみと思わず 

その国一切の人を大切に

して、私利を貪ること勿

れ 

奢れる者かならず久しからず 

富を好しとし、其の徳を施せ 陰徳善事 

金持商人一枚起請文 

日野商人 

１．蒲生氏郷 

２．日野商人の歴史 

３．日野大当番仲間 世界初の複式簿記を考案 

４．中井源左衛門 金持商人一枚起請文 

その他 

１．小西家初代（１７８９）平兵衛 寛政元年三

月 譲り請け書 平兵衛が三代まで 茂左衛

門が四・五代目まで 主人は大正年間まで単

身赴任 家族は日野に 

２．近江商人の流れを汲み企業 

商社  伊藤忠商事・丸紅・トーメン・ニチメ

ン 

流通  高島屋・大丸・西武グループ 

製造業 ヤンマー 

繊維  日清紡・東洋紡・東レ・ワコール・西

川産業 

金融  日本生命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当／望月晃 


