
 

◇歌唱  「我等の生業」    ◇会長報告      ◇幹事報告       

◇委員会報告 財団 他    ◇卓話 「茅ヶ崎市高齢者のガイドをふまえて」 吉田恵子君 

「石工の起源 フリーメイソン ロータリークラブ」 富田桂司君 
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2020-2021 年度 
painted by Kenzo Tanaka 

第 61代会長 大箭 剛久 

第 61代幹事 杉田 祐一 

 

＝本日の例会行事＝ 

2020 年 8 月 13 日（木） 第２９００回例会 天候：晴れ 司会：加瀬義明副幹事 No. 6 

◎幹事報告 

◇国際ロータリー日本事務局より    

＊Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙのリニューアルが実装されました。 

◇ガバナー事務所より   

＊『２０２０－２０２１年度ロータリー財団ハンドブック』の電子版

を地区ＨＰに掲載しました。 

  地区ＨＰ⇒クイックアクセス⇒地区委員会⇒地区ロータリー

財団委員会⇒各種資料 

◇玉蘭荘より  ＊玉蘭荘だより １６７号 

◇タウンニュース 

◎委員会報告 

財団［澤邑会員］：「2020～2021 年度ロータリー財団ハン

ドブック」の紹介 

ペットボトルキャップ報告［水嶋会員］：現在までの実績 

ゴルフ同好会［伊藤和明会員］：第２回コンペ 9/2（水）平

塚富士見カントリー 懇親会 スペインクラブ 

 

 

スマイル報告 石田貴一会員 

笹川 徹様（東京世田谷ＲＣ）猛暑の中、コロナ禍の中、例

会で皆さんの元気なお顔を拝見し、安心しました。出来うる

なら、来年台北で皆様と台北西北ＲＣの記念式典を盛り上げ

たいと思います。 

大箭剛久君＆杉田祐一君 東京世田谷ＲＣ笹川様、ようこそ

いらっしゃいました。楽しんでいってください。富田さん・

吉田さん、卓話楽しみにしております。 

伊藤留治君 笹川様ようこそお越し下さいました。吉田さ

ん・富田さん卓話を楽しみにしています。 

山口利通君 皆様暑うございます。吉田さん・富田さん、本

日の卓話楽しみにしております。 

田中賢三君 東京世田谷ＲＣ笹川様、大歓迎です。ごゆっく

りどうぞ。富田さん・吉田さん、卓話よろしくお願いします。 

吉田恵子君 東京世田谷ＲＣ笹川様、ようこそ。今日卓話を

させて頂きます。よろしくお願いいたします。 

和田幸男君 富田さん・吉田さん、卓話よろしくお願いしま

す。笹川さん、ようこそ。 

澤邑重夫君 笹川さん、ようこそ。吉田さん・富田さん、卓

話よろしくお願いいたします。今年はとにかく暑いので、我

が家は午後になったら本搾りを飲んでよいことになってい

ます。もちろん今日はまだ飲んでいませんが、買って帰るつ

もりです。 

岩澤あゆみ君 笹川パスト会長、ようこそお越し下さいまし

た。その友情に感謝！ 

中山冨貴子君 東京世田谷ＲＣ笹川様、ようこそお越し下さ

いました。富田さん・吉田さん、卓話よろしくお願い致しま

す。 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

８／２０ ２９００ ４０ ３１ ３１   １００％  

７／３０ ２８９８ ４１ ３６＋２ ３３ ２＋１ ２ ９２．１１％ ９４．７４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 大竹孝一会員 

加瀬義明君 世田谷ＲＣ笹川さんようこそ。富田さん・吉田

さん、卓話よろしくお願い致します。３日前から早朝に縄跳

びを始めました。早くも筋肉痛です！ 

杉本剛昭君 世田谷ＲＣ笹川様、ようこそお越し下さいまし

た。富田さん・吉田さん、卓話楽しみです。よろしくお願い

いたします。 

北村公子君 お盆も終わり、秋が近づいてきますが、まだま

だ暑さが続きます。笹川様ようこそ。卓話吉田さん・富田さ

ん、楽しみです。 

木村信一君 笹川様いらっしゃいませ。富ちゃん、吉田さん、

卓話ありがとうございます。 

木村邦佑君 東京世田谷ＲＣ笹川様、ようこそいらっしゃい

ました。富田さん・吉田さん、卓話宜しくお願い致します。 

橋本正一君 ビジターの笹川さんこんにちは。富田さん・吉

田さん、卓話楽しみにしております。 

伊藤和明君 熱帯夜に負けないように明日の夜はルアンビ

ル屋上ビアガーデンで飲んでます。夜風は気持ちいいです

よ。 

小八木隆男君 連日猛暑となっております。お体、御自愛下

さい。 

石田貴一君 東京世田谷ＲＣ笹川様、ようこそいらっしゃい

ました。富田さん・吉田さん、卓話拝聴させて頂きます。 

［本日 20 件、29,000 円です］ 

自身の仕事柄を鑑み、ロータリークラブで私の立ち位置、切

り口でしか発表できないような内容で、皆さんに興味を持って

頂けそうな題材にチャレンジしてみました。短い時間ですの

で、駆け足になりますが、卓話を始めさせて頂きます。ちなみ

に石工のことを英語ではmason と言い、フリーメイソンとい

うのは「自由なる石工」という意味です。 

人類は 200 万年前の旧石器時代から自然石を道具として使

用してまいりました。また自然石は、木材と並び、最古の建材

の一つでした。頑丈で長持ちはするものの、加工が難しく、コ

スト（時間、人手）のかかる建材でした。そのため、城壁・宗

教施設・護岸・道路・橋梁など、強度を要求される工事には石

材が使われてきました。石工は、そういった事業にかかわりあ

う専門的な職業として存在して参りました。 

石造りのものは長く残るということもあり、石で出来た物が

歴史・技術史などに登場することは多いかと思われます。石に

よる建築物・構成物として著名なものに、エジプトのピラミッ

ド、イギリスのストーンヘンジ、イースター島のモアイ像、ア

テナのパルテノン神殿、ローマのコロッセオやローマ水道、カ

ンボジアのアンコール・ワットやヨーロッパ各地の大聖堂、各

所の城砦建築などがあげられます。 

ヨーロッパでは伝統的に近世までは彫刻家と石工の区別が

無く、両社は同じギルドとよばれる職業組合に所属しておりま

した。例えばスペインのサグラダファミリアで有名なアントニ

オ・ガウディは教会、邸宅、公園の建築設計だけでなく、それ

に合わせたレリーフ彫刻やモニュメント、友人の墓所などもデ

ザインしておりました。 

一方、日本における石工文化といいますと、大陸文化として

伝わったのは鎌倉時代、南宋より伊行末という石工が来日し、

東大寺復興を中心に彫刻、工芸として奈良を中心に伊派は発展

いたしました。しかしながら地震が多い土地柄の為、建築の分

野では普及しませんでした。室町後期、安土桃山時代になり、

延暦寺の石組を行なっていた、滋賀県大津市穴太の里の人々、

穴太衆（古くは古墳等の土木工事を代々行ってきた一族）が織

田信長の安土城等の城郭建築、豊臣秀吉の小田原攻めの一夜

城、朝鮮出兵時の倭城の城壁工事を行った。それ以降は近代に

なり、明治期に文明開化と共に洋風建築がお雇い外国人設計士

の元、花開くこととなります。 

それ以外にもギルド（職業組合）が必要だった理由としては、

世界中の現場において、個々の石工の身元証明、知識、技量を

証明する必要があったからだと言われています。なぜ必要にな

るかというと、現代であれば組合組織で技能検定のような制度

があり、身分証明書がありますが、当時はギルドメンバー以外

に価値のある技術情報が漏洩しないようにするために、秘密の

合言葉、握手、暗号等が、ギルド内で使われたというのが秘密

結社といわれるようになった所以のようです。 

ポール・ハリスはフリーメイソンリーの閉鎖的な秘密結社よ

り開かれた組織を求めたのでしょうか。RI は組織としてのフ

リーメーソンとの関りは否定しているということです。 

 

 

 

※8/20 の例会出席率は特例で「出席者＝計算会員数」にて計算されています 

富田桂司会員「石工の起源 フリーメイソン ロータリークラブ」 

吉田恵子会員「茅ヶ崎市高齢者のガイドをふまえて」 

 お配りした「茅ヶ崎市高齢者のガイド」には介護をはじ

め高齢者に関する困りごとや相談ごとがあった場合にど

うしたらよいかが詳しく書いてあります。たいへんによく

出来た本なので、是非ご活用頂ければと思います。 

 6ページには認知症のチェック表や相談窓口が載ってい

ます。そこに登場する「地域包括支援センター」について

は 10 ページに詳しく書いてります。地域包括支援センタ

ーは市内に 12 か所あり、住んでいる場所から近いところ

に相談するのがよいかと思います。 

11 ページには茅ヶ崎オリジナルのエンディングノート

である「わたしの覚え書き～希望のわだち～」のことも書

いてあり、これは市役所に行けばもらえます。 

 介護保険については 41 ページにその概要があります。

介護サービスを受けるには、要支援・要介護の認定が必要

となります。その申請も地域包括支援センターで代行を依

頼することもできます。 

 また、高齢者が住み替えを考える場合のフローチャート

が 48 ページにあります。医療サポートの必要性、認知症

の度合い、生活支援サービスの比重などから、有料老人ホ

ーム・サービス付き高齢者向け住宅・特別養護老人ホーム・

ケアハウス・グループホームなどの選択肢があります。そ

れぞれの特徴も丁寧に書いてありますし、地域ごとの様々

な施設の地図もしっかり載っていますので、この冊子をご

利用頂けると、高齢者のことで困った時、慌てずに済むか

と思います。 


