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開催のご挨拶

高砂青松ロータリークラブ会長

伊藤

勝之

高砂青松ロータリークラブ会長の伊藤勝之と申します。クラブを代表致しまして出場者の皆様方に大きな声援を
送りますと共に，関係者の皆様方に心より感謝を申し上げます。
平成１７年より始まったこの『マーチング・イン・高砂』は今年で６回目を迎えました。そして，毎年それぞれ
の参加チームが工夫を凝らし，技量もアップしてきていると思います。若い青少年達の一生懸命の熱演を見学し
て，私は出演の皆さんから若さと元気の気をもらえる気がして喜んでおります。そして，参加チームの青少年達の
熱意と元気が，郷土・高砂の明日にも結びついていくのだという気が致しております。
そして，この行事が高砂青松ロータリークラブの社会奉仕の事業としても，青少年達の為にも，我々クラブのメ
ンバーにとりましても有益な事業であると確信しております。
私達のロータリークラブは約１００万人規模の世界的組織でございますが，世界からポリオを無くす為に努力し
たり，国内外でいろいろの形での奉仕活動に努力する団体でございます。そして，この高砂には２つのロータリー
クラブがありますが，こういう機会に地域の皆様にロータリーの御理解や御協力を賜りますよう心よりお願い申し
上げます。
最後になりますが，『第６回マーチング・イン・高砂』開催にあたり御世話になりました皆様方や出演の青少年
達，そして御観覧の皆様に心よりの御礼を申し上げまして，挨拶とさせて頂きます。

1. 正蓮寺保育園

指導者 池田一人

曲目「月の沙漠」「荒城の月」「奇跡」

3. 竜山中学校吹奏楽部

2. 真浄寺保育園

指導者 内海佳子

曲目「ビートルズメドレー」

指導者 岩見 順 DM 名嶋 希

タイトル「Chase your dream!〜夢に向かってつきすすめ！〜」曲目「ジャスパー〜夢へのナビゲーター〜 」

4. 宝殿中学校吹奏楽部

指導者 杉本 円 DM 土師尚起

タイトル「宝殿魂2010」 曲目 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション

5. 鹿島中学校吹奏楽部

指導者 正木隆司，岡田 萌

タイトル「翼をひろげて」 曲目「Wild knights」「Wings to sky」「Olympiada」

6. 松陽中学校吹奏楽部

指導者 三浦克哉 DM 唐津志月

タイトル「『仮面舞踏会』よりワルツ，ロマンス，ギャロップ」 曲目「仮面舞踏会」

7. 荒井中学校吹奏楽部

指導者 藤井早苗 DM 城谷唯佳

タイトル「Go ahead and JUMP!」曲目「JUMP」「トワイライト・イン・アッパー・ウエスト」「オーメンズ・オブ・ラブ」

8. ガードチーム優華夢幻

指導者 尾張公乃，前田ひとみ，山下典子

タイトル「不死鳥〜永遠の刻へ続く道〜」曲目「God Particle」「160 BPM」「ERAGON」

9. Himeji Saints Drum & Brass Corps 指導者 岩尾幸浩，村田浩史，正木裕明，深澤雅之 DM 川崎結衣

タイトル「Ain t No Magic」 曲目「Journey of Man〜Youth」「Flying」「Youth」

10. 〜幻〜Brass & Percussion Corps

指導者 〜幻〜スタッフ

タイトル「VS」

Ex. 竜山中学吹奏楽部アトラクション
タイトル「ジャパニーズ・グラフィティXIV A.RA.SHI〜
Beautiful Days]
曲目
「A.RA.SHI」「We can make it !」「Beautiful days」
「One love」
「a Day in Our Life」
「きっと大丈夫」
「風の向こうへ」
「Happiness」
「サクラ咲ケ」
「WISH」
「Love so sweet」

Ex. ガードチーム優華夢幻アトラクション
曲目「ルパン三世」

第７回 通算１４５７回（８月２５日例会）
1. 高砂商工会議所より，館内全面禁煙につ
いてのお願いです。喫煙される場合は，
敷地外でお願いいたします。
実施日時 ８月２７日（金）より
2. ガバナー事務所より，ロータリー文庫利用
方法についての説明が届いております。
3. 相生ロータリークラブより週報が届いて
おります。
4. 国際ロータリーより「ザ・ロータリア
ン」が届いております。
5. 兵庫県健康財団より「がん征圧のための寄
付金募集」のチラシが届いております。
6. ガ バ ナ ー 事 務 所 よ り ， ２０１０ 年 ９ 月 の
ロータリーレートが１ドル８６円との連
絡がありました。
7. 高砂ライオンズクラブ結成５０周年記念
誌が届いております。

クラブ名

8. ガバナー事務所より，「規定審議会への立法
案提出のお願い」が届いております。
立法案をご提案いただく場合は，２０１０年
１２月３１日までにお願いいたします。
9. 例会変更
加古川中央ロータリークラブ
9/9（木）18：00〜 尚歯例会
9/23（木）祝日のため休会
明石南ロータリークラブ
9/10（金）移動例会の為 於：JR魚住
明石西ロータリークラブ
9/16（木）⇒9/18（土）18：00〜
月見例会 大蔵海岸バーベキューサイト
加古川ロータリークラブ
9/21（火）⇒9/18（土）〜9/20（月）
親睦例会 上海万博
第８回 通算１４５８回（９月４日例会）
1. 第2680地区 直前ガバナー事務所より
８月３１日をもって，事務所閉鎖の案内が
届いております。

変更内容

日

時・場

所

尚歯例会

9/9（木）18：00〜

祝日のため休会

9/23（木）

明石南ロータリークラブ

移動例会

9/10（金） 於：JR魚住

明石西ロータリークラブ

月見例会

9/16（木）⇒9/18（土）18：00〜
於：明石大蔵海岸バーベキューサイト

祝日のため休会

9/23（木）

高砂青松R.C.との合同例会の為

9/17（金）PM12：30〜
於：
ウェディングパレス鹿島殿

秋の移動例会

9/24（金）⇒10/3（日） 於：京都

加古川ロータリークラブ

親睦例会

9/21（火）⇒9/18（土）
〜9/20（月）

明石北ロータリークラブ

休会【定款第6条第1節
（ｃ）
】

9/21（火）

明石R.C.との合同例会の為

9/28（火）⇒9/29（水）

明石北R.C.との合同例会の為

9/29（水）18：00〜
於：ホテルキャッスルプラザ

加古川中央ロータリークラブ

高砂ロータリークラブ

明石ロータリークラブ

上海万博

（注）高砂青松ロータリークラブのホームページにも掲載しています。……ホームページの情報の方が早く把握できます。

と思わないで下さいネ!!

伊藤

鹿間

勝之 （８月２５日例会）

菊地さん，おめでとうございます。楽しい例
会になるように出来るだけ活用頂ければうれ
しいです。

西川 敏彦（高砂R.C.）
青松クラブの皆様，今年度もよろしくお願い
します。

松下

和雄

本日は卓話をいたします。よろしく御願いい
たします。

藤本

明久（親睦委員長）

先週の納涼例会では，多数のご出席ありがと
うございました。一日ゆっくり楽しんで頂け
ましたか。本日は出席出来ず申しわけありま
せん。

西中

亮二

親睦委員会の皆さん，先週は大変おせわにな
りました。又，バンドとキーの合わない下手
な歌を歌い大変失礼しました。

竹原

納涼例会を勝手しまして，ゴメンなさい。高砂
R.C.シニア会ゴルフ良い成績優勝を納めること
ができました。HDCP14の会もあるらしい。

菊地

敬子

「芸名がつきましたぁ〜。「花花亭きらら」で
す。菊地敬子同様宜しくお願いします。

田中

浩行（親睦副委員長）

先週ホテルセトレにて納涼例会多数の出席あり
がとうございました。

小西
柿木

文孝・伊藤
國夫

勝之・嶋谷

拓雄

先週の納涼例会，親睦委員会の皆様良い会にし
て頂きありがとうございました。

菱田

克己・増田耕太郎・田中

大橋

卓司

伸明

花を飾りましょう。

井野

隆弘

早退致します。

俊三

伊藤会長さん，８月１６日はお世話になりま
した。菱田直前会長さん，８月４日はお世話
になりました。夏の風物詩を楽しむことがで
きました。有難うございます。

志方

行雄

正昭

８月４日の第１例会出席率１００％に御協力
いただきありがとうございました。うるさい

例会記録

（９月４日例会）
信原 智彦（高砂R.C.会長）
第６回マーチング・イン・高砂の開催を祝し
て。

2010. 8. 25（水）通算1537回

ソ ン グ
来訪ロータリア
ン報告
出席報告

「奉仕の理想」「四つのテスト」「歓迎歌」
西 川 敏 彦 様（高砂R.C.
７月２８日 会員数４８名 欠席者 １名 出席率９７.９２％ ＜修正による＞
（この内出席免除者６名（出席５名））
８月 ４日 会員数４８名 欠席者 ０名 出席率１００％ ＜修正による＞
（この内出席免除者６名（出席５名））
８月２５日 会員数４８名 欠席者１０名 出席率７９.１７％
（この内出席免除者６名（出席５名））

例会記録 2010. 9. 4（土）通算1538回
来訪ロータリア
ン報告

桂 田
長谷川
蔦
宝 角

重
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勝
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憲
利

様（高砂R.C.）
様（姫路R.C.）
様（姫路南R.C.）
様（姫路南R.C.）

西
空
伊
安

田
地
藤
達

秀
顕
友
龍

雄
一
啓
司

様（高砂R.C.）
様（姫路R.C.）
様（姫路南R.C.）
様（姫路南R.C.）

今年の４月より入会させていただきました。
本日は，私のことを皆さんに知っていただきたく，自己
紹介と職業（建築設計事務所）について話をさせていただ
きます。
昭和２９年 高砂市高砂町浜田町で５人兄弟の末っ子とし
て生まれる。父は松下工務店を経営していま
したが昭和３９年に他界いたしました。その
父の影響を受けて建築を志す様になりまし
た。その理由としては，亡くなった後でも，
父が建てた建物が残っているのを見ると，な
ぜか誇らしげに思えました。自分が生きてい
た証を残せるような気がし，子供のころから
ずっとあこがれていました。
昭和４８年 兵庫県立東播工業高等学校 卒業（建築科第１回生）
卒業後２年間 建築デザイン専門学校へ
昭和５０年 大阪 岡田建築設計事務所
昭和５３年 高砂市 ㈱本庄建築設計事務所
昭和６０年 加古川市 ミツヤ設計㈱
平成 ７年 高砂市高砂町浜田町に於いて，松下建築設計事務所 設立 現在に至る
建築設計に携わってから約３５年が経過しました。大阪の事務所では３年間，お世話にな
り二級建築士を取り，高砂に帰ってきました。高砂では父の昔からの知り合いということ
で，本庄設計事務所にお世話になり，一級建築士を取ることができました。これで父に追い
つき追い越せたように思えましたが，いまでも「この家はあんたのお父さんに建ててもうた
家やねん。」と言う人に合うたびにまだまだ追いつき追い越せない永遠のライバルだと思い
ます。そしてミツヤ設計に管理建築士として１０年間お世話になりました。
まだまだ一人で独立してやっていく自信が無かった為，ミツヤ設計での１０年間はすごく
勉強になり，独立する自信もできました。
平成７年 松下建築設計事務所設立，この年に阪神淡路大震災が起こり，毎日忙しい日々
を送っていました。
平成１２年ごろから震災の慌ただしさもひと段落し，徐々に景気が悪くなりました。そし
て，平成１７年に起こりました，耐震偽装事件，設計者の資質や責任を問われ今更ながら責
任の重さを今まで以上に感じています。
日々進歩していく建築材料，工法等，そして建築士法，建築基準法等の改正にとり残され
ないよう職業奉仕に努めたいと思っています。
私の仕事（建築）に対する思いは。
一生の内で最大の買物をされる建築主の方の夢をかなえるお手伝いが出来たらと思ってい
ます。そして素晴らしい家ができました。有難うと言ってもらえるよう精一杯努力いたしま
す。また当然ですが末永く住んでいただき安全で安心できる家を設計していきたいと思って
います。そして散歩していて楽しくなれるような町並みが出来たらとても幸せです。

例会風景

例会風景

おおなむち

『大汝

すくなひこなの

いましけむ

し づ の い は や は

いくよへぬらむ

少彦名乃

将座

志都乃石屋者

幾代将経』

す ぐ り

万葉集の一節で，作者は生石村主真人です。生石村主は渡来系氏族阿智王の末と言わ
れておりますが、阿智王は後漢の末王の王子の渡来系氏族で摂津，三河，近江，播磨，
阿波に分置されたと言われております。歌が高砂の生石の村主とは断定できませんが，
分置された５ヶ所の内の領主であったと思われますが、高砂の生石の村主であれば楽し
いロマンを感じます。
私の家の後ろに石の宝殿があります。昔は遠方からもお参りがあり，もう少し賑わっ
た宮でした。その宮に古代の日本の歴史の一部が隠されているように思います。
石の宝殿の祭神は，出雲出身の大汝（大国主）と少彦名乃で神社創建が崇神天皇十三
年と伝えられ，さらに当時は吉備勢力の強い地方であり，歴史の本を読むたびに太古の
国盗り物語の大ロマンを空想します。
播磨風土記では石の御神体は物部氏がつくったと書かれています。
そして，竜山石は神功皇后が仲哀天皇の陵墓の石を求めに讃岐に行った帰りに見つけ
出したという事ですが，１３代仲哀天皇は日岡御陵ゆかりのヤマトタケルの次男で，神
功皇后は三韓征伐の帰りに播磨に長く滞在し，播磨風土記でも多くの足跡を残している
ようです。
仲哀天皇の生誕の地で子を次の１４代天皇（応神天皇）にする為に，多くの布石が
あったのだと思いますが，歴史を考えると，大和政権成立に播磨も大きく係わっている
という大ロマンを感じます。
神功皇后の将軍が住吉大社の祭神の竹内宿禰という事で，高砂神社が姥である尉と姥
の伝説の姥は，私は神功皇后が源ではな
いかと思っております。そして，仲哀と
神功でなく、竹内宿禰と神功が尉と姥で
あるとしたら，古代の歴史は大きく変わ
る事になります。そして，多くの大きな
秘密を隠したのが日本書紀であると思っ
ております。大和建国の大きな秘密の謎
を解く鍵が東播磨にもあるようで，東播
磨の古代に私は大きなロマンを感じてい
ます。

◎ 次回例会 9月4日（土）
「マーチング・イン・高砂」
場所

高砂市総合体育館

14：00集合

◎ 親子茶道教室 9月5日（日）13：30〜
第1回茶道教室開催致しました。
場所

福祉保健センター

その１０
証明書
今回，最後のＳＵＢＭＩＴボタンをクリックすると別枠で証明書画面が現れました。
この画面を印刷しなくてもメールで証明書が送られてきます。
メールには添付文書としてPDF書式（アクロバットリーダーがパソコンに入っていれば開く）
で証明書が入っていますので添付文書を開いて，印刷し，FAXで事務局へ送るか，添付文書ご
と事務局へ転送したらよいと思います。

これで終わりです

