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★ニコニコボックス　　　10／25　谷村賢治委員長
古瀬君　地区大会参加頂きありがとうございました。
        木村社長、お忙しい中、卓話宜しくお願いします。
石﨑和君　地区大会、ご参加ありがとうございました。
       木村社長、卓話楽しみです。
荒井君　木村社長、卓話ありがとうございます。
澤田君　毎回、木村社長の卓話、楽しみにしております。本日もよろ
　　　しくお願いします。
木勢君　木村社長の卓話楽しみです。　
牧   君　日本抵抗器社長木村様、卓話楽しみです。
　　　先日富山市で唯一の吊り橋、山吹橋(八尾)を撤去しないよう、新
　　　田県知事と藤井富山市長に陳情してきました。知事応接室に入
　　　る直前、マスクのひも外れ、躊躇しましたが、女子職員がすかさ
　　　ず、花柄のマスクを下さいました。
松本君　最近の寒さで、ヘクサンボが衣類に付きます。着る時にはら
　　って、チェックが必要です。
尾山君　日本抵抗器、木村社長、卓話ありがとうございます。
川合君　大学のホームカミングデーに参加。45、6年ぶりに51年法学部卒
　　　のクラスメートと再会、楽しい時間を過ごしました。最近まで熊
　　　谷市長だったT君、元東京地検検事のI君や弁護士を開業してい
　　　る紅一点のYさん。現役引退後も元気な様子。丁度早稲田祭が開
　　　催中で、大隈銅像前ではラテン研究会がサンバパレードで賑や
　　　やかに踊っている。その様子を見ながら、O君が「やはり、女子
　　　大生のプリプリ○○はいいな」と一言。誰かが、自分達の頃、
　　　銅像前は学生運動の各セクトの立看板で覆われ、スピーカーが、
　　　　　がなり立てる、とにかく騒々しかったと一言、隔世の感を感じつ
　　　つ、新宿の居酒屋に向かい、思い出話に花が咲きました。
髙野君　木村社長の卓話楽しみだったのですが、富山で講習の為早退
　　　します。
森 悦君　木村社長、フリーメイソンの卓話楽しみにしております。宜
　　　しくお願いします。
榊　君　先日の地区大会、お疲れ様でした。304号線高宮バイパス、
　　　来月13日の開通に向け、工事も最終段階です。あちこちで、片
　　　側交互通行になってます。
野村君、中田君／木村社長の話、楽しみです。
谷村賢君　最近めっきり寒くなってきましたね。インフルエンザやコ
　　　ロナに負けないようにしましょう。木村様、フリーメイソンの
　　　話、興味深いです。
山田清君　すみません、早退します。

次回の予定　　11月８日(火)　第2636回例会
R財団セミナー
　　　　　　　　　担 当　谷口R財団委員長　

10月11日(修正)

６９．７６％
　（出30）

10月25日出席率

  ４5
（免除2)

会員数

出席報告　　　　松本敏博委員長

 第2634回例会 令和４年10月25日(火)曇り14℃ 

点　鐘　  12 : 30    古瀬喜八郎会長

司　会　　　　　　谷村修基SAA

ソング　　　　　「我等の生業」

本日のプログラム　11月１日(火)　第2635回例会
米山奨学生卓話
　　　　　　　　担当　尾山裕和米山奨学会委員長

会長の時間　　　　 古瀬喜八郎会長
　今日から新しくお仲間になって戴く富山銀行南砺エリア統括兼福
光・城端支店長の古澤隆博さんです。よろしくお願いたします。
   本日の卓話にはお馴染みの日本抵抗器の木村社長がズームにて
お話し戴きます。関係者のお世話の方々ありがとうございます。

○先週、地区大会に参加してまいりました。
　初日、黒川ガバナーの点鐘後、挨拶の中で、ジェニファージョーンズ
RI会長の話をされ、自分のクラブや地域にとってDEI (多様性、公
平さ、インクルージョン) は大事。ロータリーは平等ではなく、
公平ですよ。と今年のテーマ《イマジン》等について話された。
続いて、RI会長代理の庄司尚史様（境港RC）の講話があった。

この後は◆ 指導者育成セミナーが開催された。
◆地区大会　1日目は
講 演 ① 《ロータリーの魅力を語れるか》

Rl第2地域公共イメージ向上コーディネーター補佐…神野正博PG

・会員を増やして満足度を高める・広報とロータリーの魅力を語れ

るか(陰徳)・人に知らせず密にする善行…これがロータリーのIサー

ブの集合体としてWEサーブ/伝統クラブはIサーブ/新しいクラブ

はWEサーブ/ロータリーのマークは誇りのシンボル/ブランドの価

値・全会員がロータリーブランドの力強い推進者となる！

(会員の責務）
ロータリーブランドを大事にし、何をイメージするか、…私達はロ
ータリーについて人々にどう思って貰いたいのか。ブランドには人
々の認識、感情的つながり、約束、独自のコンセプトで公共イメ
ージ向上に努める。

講 演 ② 　地区ロータアクト中島委員長(金沢RC)
　2023年3/25　3/26金沢歌劇座で全国研修会

講 演 ③ 《ポリオのない世界を達成するために》

　　　元ポリオ根絶コーディネーター松本祐二氏（益田西RC）
　発展途上国の支援、私達も昭和30年代ユニセフの支援で脱脂粉
乳が支給され学校の体育館に置かれていました。受けた恩返しと
して年間80日休んで途上国で支援。
　ポリオ根絶出来るか、ポリオウイルスは人体しか増殖はしない
コロナは根絶は出来ない、動物とかコウモリ、鳥にうつる。
ポリオワクチンは50年ジョナスソーク博士1955年開発。
コロナワクチンは１年で開発。2021年ワクチン４回日本接種で
164億円。ポリオプラスとは、はしかとマラリアを含めていう。
●ロータリーは2026年までにはポリオワクチン終わりたい！　

８１．４９%
 (出35 内メーク4）

メーキャップ：尾山裕和君、久恵龍三君、澤田喜朗君、宮川　功君

ゲスト　　木村  準様
　　　　（株)日本抵抗器製作所 代表取締役　

幹事報告　　　　　　石﨑和三幹事
①地区大会での講演ではいい話でした。録音記録を聞いて貰いたい。
②コロナは減らず、まだ続くので、マスク、消毒等基本的な事は
　しっかりやりましょう。他、例会変更など受領。

委員会報告
○友好交流　　　　　　片山浩一委員長
・11/11に富士見ＲＣへ55周年の式典ご招待に行ってきます。
・12/7の55周年記念事業として、米山奨学生と福野高IAＣ
   の交流会を東雲ホールにて行いたいと交渉している。
○ Local CANCER DAY2022  TOYAMA  11/13 オンライン開催
●アンケートに協力ください。（川合声一会員呼び掛け）

　

新会員の古澤隆博君
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◆会報委員会 (長) 水口秀治 (副) 山田清志(委員) 谷口和尋、山田喜代美、森悦夫、西村 孝、野村守、大西正芳、古軸裕一、牧 千収、武田慎一、井沢正生、森雄一

　

例会日／火曜日　12：30 点鐘　例会場／富山銀行福光支店４階 ◆事務局／富山県南砺市福光7336-4 ふくみつ光房内  0763-53-1333  53-1334例会日／火曜日　12：30 点鐘　例会場／富山銀行福光支店４階 ◆事務局／富山県南砺市福光7336-4 ふくみつ光房内  0763-53-1333  53-1334

クラブ協議会
 第２０回木村準コンフィデンシャルレポート㈱日本抵抗器製作所　代表取締役社長　木村　準氏

☆ニコニコボックス☆ニコニコボックス
（今回の会報担当：野村　守）

 

今日はフリーメイソンの話をします。まずナポレオンですが、彼はフリーメイソンです。右

手が懐に入れるのはフリーメイソンのスタイルだそうです。社会主義圏の人には多いようで

、マルクス、スターリンもそうです。金正恩もこのスタイルの写真が数多くあります。

金正恩の母、高英姫の乳腺ガン、金日成の心臓疾患、金正日の脳卒中、金正

恩にもフランスの医師団が訪朝して治療にあたっているが、金日成以来フリ

ーメイソンの関係で金一族のおかかえの医師団となっているとの情報もある

。金日成、金正日も同様の写真がある。一族が皆フリーメイソンなのか、確

かなことはわからないが、マルクス、スターリンの真似をしている可能性も

ある。

　坂本龍馬ですが、彼もまたフリーメイソンだったと言う人が多くいるが、私は懐疑的だ。有名な写真は長崎の撮影所

で撮られたものだが、右手が懐に入っている。品川区の北浜川児童遊園に立つ銅像があるがこれも懐に右手をいれてい

る。ちなみにこの銅像は京浜ロータリークラブが1000万円程かけて建てられたもの。

スタンフォード大学フーヴァー研究所の西鋭夫教授が新説・明治維新と題して講演や本も出版され

ている。その中で、そもそも坂本龍馬に誰がカネを出したのか？海援隊という5～60人の働いてな

い男たちを養うカネはどこからでてきたのか？薩長同盟：大量の武器（今の価値で約50億円）を買

うカネはどこからでてきたのか？軍艦を買うカネは？全国各地に出張しまくるカネは？ 一体誰が何

の目的でそのカネをだしたのか？それは、ジャーディン・マセソン商会のトーマス・グラバーでは

ないかと言っている。15年ほど前に、加治将一という方が、「龍馬の黒幕」という本を出されているが、司馬遼太郎

とは全く違う見方で、明治維新は英国諜報部、そしてフリーメイソンも加わっているとしている。アヘンや紅茶などの

商売で得た莫大な利益を得たトーマス・グラバーが坂本らと活動を共にした主な目的は薩長各

藩や幕府へも武器を販売することによる日本での商機の獲得。学校の歴史の授業では、坂本龍

馬や勝海舟、西郷隆盛などが討幕のヒーローとして語られているが、実際のところ彼らはグラ

バーによって上手く利用されただけに過ぎないと書かれている。

（この後、フリーメイソンとロータリーの関係についての話となる）カーネル・サンダースの

胸のバッチは何のバッチか。ふたつ付いていてひとつはロータリーのバッチで下はフリーメイ

　　　　　　　　　　ソンのバッチ。ロータリーとフリーメイソンに入っていたということ。

　　　　　　　　　　ロータリーとフリーメイソンを掛け合わせたバッチもあるようだ。

　                  　　　世界には数多くのロータリアンロッジがあるが最初のロッジはロンドンのノッティ

　　　　　　　　　　　　ンガムに1019年に作られた。フリーメイソンだけのロータリークラブもあ

ったようだが、フリーメイソン以外のメンバーを入れるようＲＩは指導したとされる。

　高須クリニックの高須克弥さんは28歳からRCに入会していたが、ＲＣの根本はフリーメイソン

だと言うことで入会した。2016年には京都のフリーメイソン総元である京都御門ロッジの最高位と

なっている。高須さんは、ポール・ハリスはフリーメイソンだったと色んなところで発言している。

　ウィキペディアには、ロータリークラブの創始者であるポール・P・ハリスはフリーメイソン

であったが、社会奉仕と慈善活動に専念する公開結社として、ロータリークラブを設立したとい

われている。ちなみにライオンズクラブ創設者のメルビン・ジョーンズもフリーメイソンであると

　　　　　　　　　　　　　 書かれている。1997年ＲＩ発行の図書には、過去４人のＲＩ会長がフリーメイソンだと

　　　　書かれている。そこには、ポール・ハリス、東ｹ崎潔元ＲＩ会長は除外されている。

　　　日本のフリーメイソンの総元である日本グランド・ロッジは日本メイスン財団所有の東京

　　　メソニックセンター（東京タワー近く）内にあるが、東ｹ崎潔元ＲＩ会長は、日本グランド

　　　・ロッジの1960年のグランドマスターとなっている。東ｹ崎潔元ＲＩ会長は、ジョージ・キヨ

　　　　シ・トガサキと言う名前で日米を母国の方。1895年サンフランシスコで生まれ、1933年日本に

移住、太平洋戦争中はジャパン・タイムズ編集局長として、両国の誤解や溝が生じるのを防ぐよう努めたとされている。

　ロータリークラブ設立メンバーの一人、ガスターバス・ローアが有名なフリーメイソンだったと、Grand Lodge of 

British Columbia and Yukonに書かれている。カナダのフリーメイソンのサイトにも有名なフリーメイソンのひとり

として記載されていので間違いはないだろう。ポール・ハリスだが、私が調べたところ、「Sons of Liberty Lodge の

有名なフリーメイソン」だと言うものを見つけたが、どこの組織が書いたものなのか、よくわからない。本人はフリー

メイソンではなかったと否定していることもあり、真偽のところはわからない。　ポール・ハリスはどうかわからない

が、創設者のひとりガスターバス・ローアはフリーメイソンだったし、過去の４人ＲＩ元会長、東ｹ崎元ＲＩ会長もフ

リーメイソンだったことを考えればフリーメイソンとロータリークラブは非常に関わりがあると思う。フリーメイソン

は「友愛」、ロータリーは「親睦」と「相互互恵」が最初のテーマだったと思うが。フリーメイソンをより実務的にし

たのがロータリーだと思う。ご清聴ありがとうございました

卓話「秘密結社・フリーメイソン」


