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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
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本日の例会　　3月26日（水） 次週予告　　4月2日（水）
● ソング
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「われらの生業」
　　　　　　川添　裕照　会員
「卓　話」
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会長　大西　利哉

フリーメイソンとロータリー

　みなさん今晩は、本日のお客様は宝塚武庫
川RCの獏 泰吉さまと畑 昌明さまです。ごゆっ
くりお過ごしください。
　先日、移動例会でカーネルおじさんが「ロ
ータリアンでありフリーメイソンでもありま
す」とお話ししました。そしてロータリアン
の中にフリーメイソンが沢山いることは間違
いのない事実であるようです。RIが1997年に
発行した「ポール・ハリスとその後継者た
ち」の中に、レイモンド・ヘイバンズ元RI
（13代目）会長が今までタブーとされてきた
フリーメイソンとの関係に触れて、自身がフ
リーメイソンであったことを公表しました。
そして、RI歴代会長の中に多くのフリーメイ
ソンがいます。
　「フリーメイソン」とは、調べてみますと
いろいろな説があるようですが。16世紀後半
イギリスで発生し、石工を中心とした専門職
種集団が、その後友愛団体に発展した世界最
古の友愛団体というのが通説のようです。
　フリーメイソンでは、全人類に対する寛容
を教え、宗教の尊重を教え、道徳の諸原則を
教え、人種・信条・国籍による差別を排し、
人類の普遍性を教えているそうです。入会条
件として「無神論者」「女性」「身体障害
者」を排除しているところが特異的です。
　メンバーは家庭内の優しさ、仕事での誠実

さ、他人への礼儀、不幸な人々への憐れみと
心遣い、悪に対しては、抵抗し弱い人々を助
け、悔い改めた者を許し、隣人を愛し、神を
敬う生き方を求められるそうです。
　また、メンバーはできる範囲内で地域社会
に貢献できるような福祉活動を奨励されてい
るそうです。 各ロッジ（支部）では、慈善活
動や寄付もしており、孤児院や身障者施設へ
の援助や、盲導犬育成事業の後援もしている
そうです。
　フリーメーソン内にも多くの考えや意見が
あります。例えば、今から数百年前にフリー
メーソン内でロスチャイルド家を中心とする
貴族勢力がフリーメーソン内部にフリーメー
ソンとは別の秘密結社を創設します。その結
社の名前は「イルミナティ」と呼んでいます。
 歴史をたどると、フランス革命、アメリカ独
立戦争、第一次世界大戦、ロシア革命、スペ
イン内戦、第二次世界大戦と重要な転換点で
「イルミナティ」という秘密結社の影が見え
隠れしています。陰謀論においては非常に人
気があり、現在でも密かに世界へ手を伸ばし
影響を与えている影の権力であるとされてい
ます。なお、フリーメイソンの上部組織とい
われるイルミナティの文献の中には、ロータ
リーやライオンズはイルミナティの下部組織
の一つであると書かれていますが、ロータリ
ーの文献のどこを探しても、イルミナティや
フリーメイソンとの関係をうかがわせる記述
はありません。　
　　源流の会　炉辺談話「フリーメイソン
とロータリー」より抜粋　　　　　　

会長の時間
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“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長

◆卓話
山本章太郎　会員

当クラブのホームページについて

　ホームページの誕生はわずか20年ほど前の
ことです。世界で初めてWWW（World Wide 
Web ワールド ワイド ウェブ）が公開されたの
は1991年、日本では1992年に茨城県つくば市
の高エネルギー加速器研究機構が発信したも
のが最初のホームページだと言われています。 
　一般社会に普及するきっかけとなったのは
1993年にイリノイ大学のスーパーコンピュー
タ応用研究所に所属するマーク・アンドリー
セン（ネットスケープ創業者）らがウェブブ
ラウザ「Mosaicモザイク」を開発したことに
よります。モザイクの登場によって、私たち
の社会は変わったわけです。
　それからわずか20年、ホームページは私た
ち社会にとって無くてはならない重要な社会
基盤（インフラ）となっています。
　ホームページとは、辞書によると「イン
ターネット上で展開されている、情報の集合
体としてのホームページ。またそのインター
ネット上での場所。サイト。」とあります。
企業や組織、個人がウェブページを作成し、
サーバー上に設置することで見られるように
なります。世の中のすべてのホームページに
はサーバーへのアクセス権限を持つ管理者が
いて、修正や更新をおこなっています。
　ホームページを見るには「プロバイダー」
の契約をし、「ブラウザ」を使って「URL」
を指定します。
　「ブラウザ」とはホームページを閲覧する
ためのソフトで、マイクロソフトのインター
ネットエクスプローラー、Googleのクロー
ム、モジラファウンデーションのファイヤー
フォックスなどが代表的なものです。
　「URL」は「Uniform Resource Locator（ユ
ニフォーム・リソース・ロケータ）」の略
で、ネット上の住所のようなものです。一般
的には「URL」も「ドメイン」も同義である
ことが多いです。
　 当 ク ラ ブ の U R L （ ド メ イ ン ） は 　
http://www.tknakarc.com/ 。（毎週の会報に
記載されています）また当クラブのホームペ
ージは地震が少ないなど安全上の理由から、
北海道のサーバーに置いています。

○大門美智子　君
　畑会長ようこそおこし下さいました。い
つもお世話になりありがとうございます。
　ごゆっくりなさって下さい。
○蓮尾　春輝　君
　今日は、珍しく早くきたのでニコニコが
出来ます。明日、雨にならなければよいの
ですが。
　畑会長様ようこそ。
○小山　一子　君
　男性会員の皆様、ホワイトデーの美しい
お花ありがとうございました。
○草野　　旦　君
　やっと春らしくなりましたね----。ニコニ
コ！！
○前田　正明　君
　山本さん、先日ニコニコありがとうござ
います。今日は卓話無理なお願いありがと
うございます。
○阪上　栄樹　君
　娘由紀の論文が通り芸術学博士になりま
した。17日の授与式に参列してきました。
○田村　久子　君
　御礼が遅くなりました。須賀川に先月行
かせて頂いてありがとうございました。竹
　原さんがロータリーの代表で講演なさい
ました。小学生にも分りやすく、宝塚との
ボタンの縁、阪神淡路大震災のこと素晴し
く、誇らしく、感激しました。ありがとう
ございました。

　　本日合計　　　　　　￥30,000円
　　本日までの累計　　　￥609,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

栗田　義博　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　畑　　昌明　様（宝塚武庫川RC会長）

　漠　　泰吉　様（宝塚武庫川RC）

◆スポット
◯地区大会協力の御礼に、宝塚武庫川RC、畑
会長、漠大会実行委員長がお見えになりま
した。
◯ホワイトデーの御礼 
　男性会員の皆様、日頃はお心やすくお付
き合い下さりありがとうございます。又先
週は美しく、お心籠りのホワイトデーのプ
レゼントをありがとうございました。頂き
ましたお花は長持ちするよう、大切にお世
話させて頂いております。今後とも何卒よ
ろしくお願い致します。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　女性会員一同より
　　　　　　

　いつもお世話になります。
　先日は素敵なお花を有難うございます。
色々お心遣い頂き申し訳ありません。大切
にいたします。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　大久保・神谷

◆リフレッシュエクササイズ　№253
2014年3月19日

小山　一子　会員
皆様　今晩は
★21期第8回、通算253回の｢にこにこエクササ
イズ｣です。
　本日もよろしくお願い致します。
★3月15日㈯「PETS」（次期会長研修会）が
ポートピアホテルにて開催され出席致しました。
　滝澤次期ガバナーのご指名により「リラク
ゼーションエクササイズ」を行ってまいりま
した。何だかお尻に火が付いた感じでござい
ます。　
　昨日はお彼岸。春一番も吹き、いよいよ春
がやって参ります。寒暖の差が大きい時、順
応性を高め回復力を高めましょう。
★本日は「愛は旨め～」：「あ・い・う・め～」
　大きな口を開けて真剣に行ってください。
１）肩に手を置き「あ～」と息を吐きます。
２）大きく吸って「い～」と吐きながら上に

　　伸ばします。
３）「う～」で肩に戻します。
４）「め～」で前に伸ばして、思いっきりベ
　　ロを出して下さい。
　　　（一回に最低３回行います）
　一日に何度でも行ってください。若さと認
知症予防に最適です。

・・・次回をお楽しみに
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応性を高め回復力を高めましょう。
★本日は「愛は旨め～」：「あ・い・う・め～」
　大きな口を開けて真剣に行ってください。
１）肩に手を置き「あ～」と息を吐きます。
２）大きく吸って「い～」と吐きながら上に

　　伸ばします。
３）「う～」で肩に戻します。
４）「め～」で前に伸ばして、思いっきりベ
　　ロを出して下さい。
　　　（一回に最低３回行います）
　一日に何度でも行ってください。若さと認
知症予防に最適です。

・・・次回をお楽しみに



会長　大西　利哉

フリーメイソンとロータリー

　みなさん今晩は、本日のお客様は宝塚武庫
川RCの獏 泰吉さまと畑 昌明さまです。ごゆっ
くりお過ごしください。
　先日、移動例会でカーネルおじさんが「ロ
ータリアンでありフリーメイソンでもありま
す」とお話ししました。そしてロータリアン
の中にフリーメイソンが沢山いることは間違
いのない事実であるようです。RIが1997年に
発行した「ポール・ハリスとその後継者た
ち」の中に、レイモンド・ヘイバンズ元RI
（13代目）会長が今までタブーとされてきた
フリーメイソンとの関係に触れて、自身がフ
リーメイソンであったことを公表しました。
そして、RI歴代会長の中に多くのフリーメイ
ソンがいます。
　「フリーメイソン」とは、調べてみますと
いろいろな説があるようですが。16世紀後半
イギリスで発生し、石工を中心とした専門職
種集団が、その後友愛団体に発展した世界最
古の友愛団体というのが通説のようです。
　フリーメイソンでは、全人類に対する寛容
を教え、宗教の尊重を教え、道徳の諸原則を
教え、人種・信条・国籍による差別を排し、
人類の普遍性を教えているそうです。入会条
件として「無神論者」「女性」「身体障害
者」を排除しているところが特異的です。
　メンバーは家庭内の優しさ、仕事での誠実

さ、他人への礼儀、不幸な人々への憐れみと
心遣い、悪に対しては、抵抗し弱い人々を助
け、悔い改めた者を許し、隣人を愛し、神を
敬う生き方を求められるそうです。
　また、メンバーはできる範囲内で地域社会
に貢献できるような福祉活動を奨励されてい
るそうです。 各ロッジ（支部）では、慈善活
動や寄付もしており、孤児院や身障者施設へ
の援助や、盲導犬育成事業の後援もしている
そうです。
　フリーメーソン内にも多くの考えや意見が
あります。例えば、今から数百年前にフリー
メーソン内でロスチャイルド家を中心とする
貴族勢力がフリーメーソン内部にフリーメー
ソンとは別の秘密結社を創設します。その結
社の名前は「イルミナティ」と呼んでいます。
 歴史をたどると、フランス革命、アメリカ独
立戦争、第一次世界大戦、ロシア革命、スペ
イン内戦、第二次世界大戦と重要な転換点で
「イルミナティ」という秘密結社の影が見え
隠れしています。陰謀論においては非常に人
気があり、現在でも密かに世界へ手を伸ばし
影響を与えている影の権力であるとされてい
ます。なお、フリーメイソンの上部組織とい
われるイルミナティの文献の中には、ロータ
リーやライオンズはイルミナティの下部組織
の一つであると書かれていますが、ロータリ
ーの文献のどこを探しても、イルミナティや
フリーメイソンとの関係をうかがわせる記述
はありません。　
　　源流の会　炉辺談話「フリーメイソン
とロータリー」より抜粋　　　　　　

◆卓話
山本章太郎　会員

当クラブのホームページについて

　ホームページの誕生はわずか20年ほど前の
ことです。世界で初めてWWW（World Wide 
Web ワールド ワイド ウェブ）が公開されたの
は1991年、日本では1992年に茨城県つくば市
の高エネルギー加速器研究機構が発信したも
のが最初のホームページだと言われています。 
　一般社会に普及するきっかけとなったのは
1993年にイリノイ大学のスーパーコンピュー
タ応用研究所に所属するマーク・アンドリー
セン（ネットスケープ創業者）らがウェブブ
ラウザ「Mosaicモザイク」を開発したことに
よります。モザイクの登場によって、私たち
の社会は変わったわけです。
　それからわずか20年、ホームページは私た
ち社会にとって無くてはならない重要な社会
基盤（インフラ）となっています。
　ホームページとは、辞書によると「イン
ターネット上で展開されている、情報の集合
体としてのホームページ。またそのインター
ネット上での場所。サイト。」とあります。
企業や組織、個人がウェブページを作成し、
サーバー上に設置することで見られるように
なります。世の中のすべてのホームページに
はサーバーへのアクセス権限を持つ管理者が
いて、修正や更新をおこなっています。
　ホームページを見るには「プロバイダー」
の契約をし、「ブラウザ」を使って「URL」
を指定します。
　「ブラウザ」とはホームページを閲覧する
ためのソフトで、マイクロソフトのインター
ネットエクスプローラー、Googleのクロー
ム、モジラファウンデーションのファイヤー
フォックスなどが代表的なものです。
　「URL」は「Uniform Resource Locator（ユ
ニフォーム・リソース・ロケータ）」の略
で、ネット上の住所のようなものです。一般
的には「URL」も「ドメイン」も同義である
ことが多いです。
　 当 ク ラ ブ の U R L （ ド メ イ ン ） は 　
http://www.tknakarc.com/ 。（毎週の会報に
記載されています）また当クラブのホームペ
ージは地震が少ないなど安全上の理由から、
北海道のサーバーに置いています。

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

　NTTグループの光回線サービス「フ
レッツ光」が苦戦しています。スマート
フォン（高機能携帯電話）やタブレット
端末、次世代高速通信（LTE）普及が、
PC離れによる“回線離れ”に拍車をか
けているのです。平成25年度の契約純増
数は目標を3割下回る70万件にとどまる
見通しだそうですが、その下方修正した
目標でさえ、達成は容易ではなさそうで
す。もはや固定回線の時代は終わったよ
うですね。
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　畑会長ようこそおこし下さいました。い
つもお世話になりありがとうございます。
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ですが。
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○小山　一子　君
　男性会員の皆様、ホワイトデーの美しい
お花ありがとうございました。
○草野　　旦　君
　やっと春らしくなりましたね----。ニコニ
コ！！
○前田　正明　君
　山本さん、先日ニコニコありがとうござ
います。今日は卓話無理なお願いありがと
うございます。
○阪上　栄樹　君
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した。17日の授与式に参列してきました。
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　原さんがロータリーの代表で講演なさい
ました。小学生にも分りやすく、宝塚との
ボタンの縁、阪神淡路大震災のこと素晴し
く、誇らしく、感激しました。ありがとう
ございました。

　　本日合計　　　　　　￥30,000円
　　本日までの累計　　　￥609,000円

（田村　久子　記）

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

栗田　義博　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
　畑　　昌明　様（宝塚武庫川RC会長）

　漠　　泰吉　様（宝塚武庫川RC）
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◯ホワイトデーの御礼 
　男性会員の皆様、日頃はお心やすくお付
き合い下さりありがとうございます。又先
週は美しく、お心籠りのホワイトデーのプ
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話させて頂いております。今後とも何卒よ
ろしくお願い致します。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　女性会員一同より
　　　　　　

　いつもお世話になります。
　先日は素敵なお花を有難うございます。
色々お心遣い頂き申し訳ありません。大切
にいたします。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　大久保・神谷

◆リフレッシュエクササイズ　№253
2014年3月19日

小山　一子　会員
皆様　今晩は
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　昨日はお彼岸。春一番も吹き、いよいよ春
がやって参ります。寒暖の差が大きい時、順
応性を高め回復力を高めましょう。
★本日は「愛は旨め～」：「あ・い・う・め～」
　大きな口を開けて真剣に行ってください。
１）肩に手を置き「あ～」と息を吐きます。
２）大きく吸って「い～」と吐きながら上に

　　伸ばします。
３）「う～」で肩に戻します。
４）「め～」で前に伸ばして、思いっきりベ
　　ロを出して下さい。
　　　（一回に最低３回行います）
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