
 
 

 

 

 

 

第１８例会記録(通算第 2546 回)  

平成 24（2012）年１１月２６日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

出田眼科名誉院長 出田秀尚様 

 

 

 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１．R財団より 

  100ドル寄付のお願い 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本西ＲＣ～家族会の為時間変更 

[変更前] １２月１８日（火）１２：３０～ 

[変更後] １２月１８日（火）１８：３０～ 

[場 所] ニュースカイ 

 

○水前寺公園ＲＣ～裁判傍聴の為時間・場所変更 

[変更前] １２月１２日（水）１２：３０ 

[変更後] １２月１２日（水）９：５０～ 

[場 所] 熊本地方裁判所 

 

○水前寺公園ＲＣ～クリスマス親睦会の為時間・場所変更 

[変更前] １２月１９日（水）１２：３０～ 

[変更後] １２月１９日（水）１８：３０～ 

[場 所] 未定 

 

 

 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

先日、11 月 19 日台北大同ロータリークラブの「ダニエル

さん」がお亡くなりになられました。心からご冥福をお祈りい

たします。 

会長報告です。11/21からの「南阿蘇岩戸神楽の台北公

演」に古財副幹事、ご夫妻が同行されました。お疲れ様で

した。台北大同ロータリークラブからは洪会長を始めとして

12 名の方々に「神楽の公演」に参加いただいたとのことで

す。心から感謝いたしたいと思います。詳しくは古財副幹

事からご報告があります。 

また、来年 1/24～27に熊本県が主催する経済団体の台

北訪問もあります。台北大同ロータリークラブの会員の方々

へ参加の要請も行っており、また、熊本南ロータリークラブ

からの参加も期待をいたしております。 

以上、会長報告とします。 

 

 

武田流流鏑馬保存会会員による騎射（卓話より） 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.年次総会 

5.年忘れ家族会 

        

  
 

１２/１７ 職場訪問＠九州クラフト 

１/８ 新春合同例会 
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○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] １２月２６日（水）１８：３０～ 

[場 所] メルパルク 

 

○八代東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] １２月２７日（木） 

 

○福祉ＲＣ～家族会の為時間変更 

[変更前] １２月４日（火）１２：３０～ 

[変更後] １２月４日（火）１８：００～ 

[場 所] 火の国ハイツ 

 

○福祉ＲＣ～清掃活動の為時間変更 

[変更前] １２月１１日（火）１２：３０～ 

[変更後] １２月１１日（火）７：００～ 

[場 所] 運動公園 

 

○福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] １２月２５日（火）１２：３０～ 

[場 所] 火の国ハイツ 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

●R 情報委員会（野口泰則君） 

 １１/２１ 新入会員勉強会の報告 

 

●親睦活動委員会（三角雄介君） 

 １２/３ 家族会 家族対抗歌合戦のご案内 

 １/１５ 新年会の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾訪問報告（古財良一君） 

 

南阿蘇村神楽保存会が台湾を訪問致しました。その際、台

北大同扶輪社の皆様に神楽の公演を告知させて頂き、多く

の方にご観覧いただきました。 

台北大同扶輪社の皆様、ありがとうございました。 

 

 

開演前に大同扶輪社の皆さんとの一枚 

 

 
長野南阿蘇村村長との名刺交換の様子 

 

 

神楽舞終了後大同扶輪社の皆さんと記念の一枚 

 

 

 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ３７名 68.42％ ８５．００％ 

出席規定適用免除者 ８名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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勇壮な舞を披露する長野岩戸神楽（くまにちコムより） 

 

 

 

 

 

スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君 

本日の卓話者出田秀尚様に心から感謝します。 

 

○赤澤 剛君  

 本日卓話の出田名誉院長のお話を楽しみにしていました。

どうぞよろしくお願い致します。また、元祖親バカからの報

告です。第 65回の春高バレーに娘の信愛が 26年連続の

出場を決めました。すべての事に感謝してスマイルしま

す。 

 

○渡邉秀章君 

 出田眼科名誉院長出田秀尚さまのご来訪を心より歓迎致

します。流鏑馬の教えのお話、勉強させて頂きます。よろ

しくお願いします。 

 

○古財良一君 

 台北に行き改めてロータリーの温かい心に触れたことに感

謝します。 

 

○坂本幸樹君 Ⅹ 

 私事ではございますが先週 11月 22日に入籍いたしました。

年は 10個下の 26歳で、身長 149センチの小柄でかわい

い娘です。まだ妊娠はしていません。来週の家族会には

連れてきたいと思いますので、是非お手柔らかにお願い

します。 

 

 

 

 

 

外部卓話（玉田光識君） 

 

「流鏑馬の教え～日本古来の倫理～」 

ＮＰＯ法人武田流騎射流鏑馬保存会副会長 

医療法人出田会出田眼科病院名誉院長 

出田秀尚様 

 

 

 

講演要旨： 

Ⅰ 流鏑馬との出会い 

昭和 37年当時熊本大学医学部５年生の時、第 46代武

田流流鏑馬宗家師範竹原正文先生と出会い、人生の

師の一人となる。 

 

Ⅱ 武田流騎射流鏑馬保存会 

昭和 46年 竹原正文師範没後結成 当時会員約 20

名，賛助会員 50名 

昭和 50年 熊本県重要無形文化財 

平成 3年  20周年記念熊本城長塀下にて小笠原流

と共演，50年ぶり 

平成 4年  流鏑馬少年隊 

平成 7年  熊本県文化財功労賞 

平成 12年 ハイデルベルグにて演武 

平成 14年 文部科学大臣より地域文化功労賞 

平成 19年 流鏑馬少年塾開講 

平成 21年 武田流騎射流鏑馬保存会ＮＰＯ法人 正

会員約 30名，賛助会員約 50名 

 

Ⅲ 流鏑馬演武の実際 

1．神  事：五穀豊穣・万民息災・天下泰平 

2．天長地久式：天地人 

3．騎  射：三人一組で 120間の馬場を、疾走する馬

上から三つの的を射る。 

当たりで占う。 

4．射  手：狩装束，綾藺笠，鬼面，手袋，行縢（むか 

ばき），脇差，射龍手（いごて），鞭，重藤

の弓，鏑矢（かぶらや），神頭矢（じんどう

や） 

5．馬   ：和鞍，障泥皮（あおりがわ），面繋（おもが

い），胸繋，尻繋，側対歩 
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6．馬  場：120間，馬場本，馬場末，口取り，日記所，

五色の的三つ 

7．諸  役：総奉行，的奉行，矢取役，口取り，日記 

Ⅳ 武田流の起こり 

清和天皇（858年即位）の皇子貞純親王，朝廷から

武士へ，一子相伝 

源家 7代，武田家 24代（小笠原流が分かれる），細

川家 3代，竹原家 13代 

現 竹原陽次郎師範 

 

Ⅴ 流鏑馬の起源 

欽明天皇（539年即位）が、神武天皇建国の精神に

基づき、天下泰平・五穀豊穣・ 

万民息災を祈る神事として創造、天照大神の御心を

表す。 

Ⅵ 流鏑馬の教え 

・日本民族の倫理綱領 → 道徳 

1．天長地久 

天－宇宙の流れに従う、 

地－自然と共に生きる 

人－平和を旨とする 

 

・日本民族の倫理規範 → 道義 

1．万民息災－同情・激励・協力 

2．五穀豊穣－忍耐・勤勉・努力 

3．天下泰平－和・尊敬 

 

 

武田流騎射流鏑馬第 47代宗家師範 

竹原陽次郎による天長地久式の演武 

 

 

保存会副会長出田秀尚による解説。 

お城まつり。二の丸公園にて。 

 

 

 

 

【例会予定】    

12/10 ロータリー財団ＤＶＤ放映（川越会員） 

12/17 外部卓話 井手眞司様 

（熊本市動物愛護センター愛護係長）  

12/24 休会 

12/31 休会 

 

 

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】 

 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：１２月２１日（金）２０：００～ 

場所：未定 

内容：忘年会 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）  

日時：１２月５日(水) １６：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生

徒の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です 


