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第 2444 回 例会
平成 28 年 6 月 8 日(水)
会長挨拶

mail：rc1isehara@gmail.com

鐘

ロータリーソング

仲西栄治 会長
君が代・我らの生業
それでこそロータリー
四つのテスト(田中 徹会員)

司会・進行

村上 一秋会長エレクト

お客様紹介

松下 力様(ふじさわ湘南 RC 会長)

皆さんに大変ご心配おかけしました。27 日～29 日
ソウル国際大会に参加してまいりました。27 日に
例の大韓航空機事故がありました。何か歯車が狂って
いれば、11 名この世にいなかったのかな？というと
ころまで行っていたようです。危機一髪、無事生還
してまいりました。
国際大会開会式はかなり盛大でした。一度は参加なさると
いいと思います。

今後の予定
6/15
6/22
6/29

第 2445 回
第 2446 回
第 2447 回

卓話：小泉 隆一郎君
クラブ協議会
夜間例会(納会)

理事会報告
・2 2 日 ク ラ ブ 協 議 会
担当理事・委員長の皆様今年度の総括よろしくお願い致します。
・クラブホームページの作成
約 10 ページ 100 万円強の契約を進めていきたい。
・退会届受理
片山 康弘君・土屋美幸君

幹事報告
○ガバナー事務所より
6 月のレートのお知らせが届いております。1 ドル=110 円
○伊勢原市生活福祉課より
・第 66 回「社会を明るくする運動」伊勢原市推進委員会の設置について(依頼)のお願いが届いております。
推進委員会構成団体とさせていただきたい
・第 66 回「社会を明るくする運動」に伴う街頭キャンペーンの実施について(依頼)のお願いが届いております。
青少年を有害な環境から守る会の「非行防止街頭啓発キャンペーン」との合同開催
7/4(月) 午後 6 時～ 伊勢原駅前 7/11(月)午後 6 時～ 愛甲石田駅前
クラブから 2 名ご協力のお願い
6/28 までに出席者連絡
○社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会より
平成２８年度伊勢原市社会福祉協議会会員加入について(依頼)のお願いが届いております。
賛助会費
1ロ
1,000 円
特別賛助会費
1口
5,000 円
○いせはら市展実行委員会より「第 21 回いせはら市展」ポスターの掲示について(依頼)のお願いが届いております。
○チャイルド・ファンド・ジャパンより チャイルド・ファンド・ジャパンだより SMILES が届いております。

スマイル報告
松下

力様

仲西

栄治君

外谷 正人

スマイル委員長代理

本日は勉強しに伺いました。
ソウルから無事帰ってくることが出来ました。まだ運があるようです。

東井

重和君

松下様ようこそいらっしゃいました。歓迎致します。

吉川

芳郎君

遠藤さん、熊本への復興の貢献おめでとうございます。

飯田

隆三君

先日の大韓航空機エンジントラブルに偶然にも搭乗していました。今考えてみるとぞっとしま
す。奇跡的に助かりました。韓国金浦空港に到着しロビーのベンチの上にセカンドバックを置
き忘れてバスに乗り、途中で気が付きました。空港は翌日の朝 6 時 30 分にならないと連絡が
付かないという事で半分あきらめていましたが、翌朝 6 時 45 分頃ガイドさんから連絡があり
インフォメーションセンターに預かってあるとの事。パスポート、財布、カード全て無事戻っ
て来ました。奇跡でした。

松下

孝君

ふじさわ湘南 RC 松下会長ようこそ。15 周年ご苦労様でした。

井戸川秀治君

松下さんようこそ。伊勢原 RC を楽しんでいって下さい。サウレさん勉強がんばって下さい。

内田

智久君

生きててよかった～！ＮＨＫに送った映像が編集主幹特賞を受賞したそうです。

市川

正孝君

東
外谷

学君
正人君
〃

𡈽屋

修君

田村

貴寿君

濵尾ゆかり君

会員誕生祝い

奥様誕生祝い

結婚祝い

創立祝い

入会祝い

前回の例会の卓話では準備不足もあり、つたない卓話になり失礼致しました。
準備不足の為言い忘れたことがありましたので、本日の会報を見て頂ければ幸いです。
松下さんようこそ伊勢原 RC へ。井戸川さん明日のゴルフ 3 連覇目指して頑張って下さい。
吉報待っています。
松下さん伊勢原クラブへようこそおいで下さいました。新会員の集いでは大変お世話になりま
した。又ゴルフを一緒にお願いします。どうぞゆっくりしていって下さい。
ソウル国際大会から無事に帰って来れた事が嬉しかったので、スマイルさせてもらいます。
勿論夜は楽しんできました。よかった～！
本日卓話で緊張しています。
奇跡の生還 おめでとうございます。
無事の帰国おめでとうございます。明日は初コンペ、皆様に迷惑おかけしませんよーに頑張り
ます。
遠藤 郷平君➨誕生祝いありがとうございます｡76 才になりました。まだまだ現役でがんばり
ます。先日の神奈川新聞に会社の記事が掲載されました。名誉な事で感謝して
います。
松下
孝君➨誕生祝いありがとうございます。56 才になりました。大韓機事故で、九死に
一生でした。もう少し生きられそうです。
山田 昌紀君➨誕生日をお祝い頂きありがとうございます。14 日で 46 歳になります。
まだ“ひよっこ”の私ですが、今後もよろしくお願いします。
細野 圭司君➨嫁の誕生日祝いありがとうございます。先日サプライズで犬をプレゼント致し
ました。今日は仕事都合により欠席でスマンです。
市川 正孝君➨結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。30 周年になります。実は今
年は開業 10 周年でもあり、ダブルアニバーサリーイヤーでした。結婚 30 周
年はパール婚式なので、パールを送ろうかと言ったら「もっと輝いているもの
がいい」と言われてしまいました。首が回らなくなりそうです。
濱田 勝彌君➨6 月 11 日、濱田精麦創立記念日です。創立を祝って頂きありがとう。
野中 敏幸君➨創立を祝って頂きありがとうございます。これからも社員ともども頑張ってま
いります。よろしくお願いします。
松下
孝君➨創立を祝って頂きありがとうございます。おかげさまで 20 周年を迎える事が
出来ました。
田中
徹君➨入会記念を祝って頂きありがとうございます。入会して 3 年が経ちました。
7 月からは幹事として頑張ってまいります。重責につぶされない様にしない
と！
東
学君➨入会丸 3 年が過ぎました。多くの勉強の機会を頂いております。これからもよ
ろしくお願いします。
東井幹事より
世界大会で余った予算 2,410 円スマイルいたします
おめでとうございます

出席報告

貝原 剛規 出席委員長代理

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

5７

53

3７

ポール・ハリス・フェロー

出席率（％） 前々回修正出席(％)

小泉隆一郎君

69.81

ベネファクター

64.15

仲西

栄治君

事前 MUP
東井 重和君➨青少年交換委員会/
オリエンテーション
添田 博充君➨平塚 RC
仲西君・東井君・多田君・飯田君・
松下君・内田君・村上君・田中君・
東君・外谷君・金城君
➨ソウル国際大会
事後 MUP
松下
孝君➨博多 RC・宗像 RC

米山功労賞

伊勢原 RC

神奈川新聞 6 月７日(火)
地滑り検知器 熊本へ イ・エム・テクノ開発「二次災害防ぎたい」
熊本県内に地滑りの検知器と伝達システムを納入する。
開発した 遠藤 郷平 社長。
サウレさんに 6 月分の奨学金が手渡されました。
今週の土曜日に学会方に参加されるとの事で、成功を祈っています。
みなさん、こんにちは。やっと学会に行けるようになりました。今週の土曜日、出発します。先程、大
使館に行って来て、ビザを貰ってきました。昨日まで、行けるかどうか？確実に分からなくて、沢山の
人々に迷惑をかけて心配させてしまいました。でも結果、参加できることになり良かったと思います。先程も、大
韓航空飛行機事故のエンジントラブルで全員無事であった事を奇跡と言われていましたが、私の場合もそういう奇
跡が起きまして、今は話として言える事なりました。どんな事があっても、最後に笑えるようになったのがうれし
いです。土曜日出発してきます。学会の発表を準備して、頑張って成功するようにします。本当にありがとうござ
いました。
CF,日本人は、殆んどの国ビザなしで渡航できます。世界中でも非常に有利な立場の国です。水道水のように捻れ
ば飲料水が出てく現実と同じで飛行機に乗れば、そのまま外国に行ける立場は、素晴らしい事です。
ご案内
貝原 剛規君：ゴルフ同好会
明日 6/9、仲西・東井年度ゴルフコンペ 3 回目です。大磯レイクウッドゴルフクラブで、9 時 30 分集合です。よ
ろしくお願い致します。天候が非常に不安定で暑かったり、寒かったり、風だったり、雨だったり、ちょっとどう
なるか分からないんですけど、是非みなさん体調を安定させて頂いて、明日は全員時間通り来て頂いて、楽しく一
日を過ごせたらなと思っています。夜は 18 時から金城さんのお店(どん底)で表彰式を行います。会費は 5 千円だ
ったのですけど３千円にしますので、皆さん是非ご参加の方、よろしくお願い致します。
委員会報告
内田 智久君
次年度の納涼例会のお知らせ
7/27 市営駐車場 集合 15 時、バスで江の島水族館とレストランのツア－になっております。ふるってご参加く
ださい。どうぞよろしくお願い致します。
松下
孝君
熊本西ロータリークラブへの義援金お届けのご報告
この間、5/18 ですけども、熊本西ロ－タリ－の村山会長の方に、皆さんから頂いた義援金 50 万円をお渡しに伺
いました。タウンニュ－スに多分、写真と記事が載ると思いますので、ご確認頂きたいと思います。実は会員の方
がお寺の御住職で、たまたま林さんという以前熊本西ロ－タリ－に在籍されていた方のお店のすぐ、近くだったも
のですから、村山会長とご案内して頂いたのですが、本堂はなんとか残っていたんですが、その横に住宅がありま
して、そこに実は姉さんと会員のご住職が住んでいたのですが、全壊し、たまたま姉さんの方がその下敷きになっ
てしまい、九死一生で足を折られたようなんですが、福岡の病院の方に入院されてて、私が、伺った日に退院され
たというお話を伺いました。その住職の方が、ミニク－パ－ってご存知ですか？ちっちゃい軽みたいな車の中に、
実はずっと寝ていたらしいのです。一週間ぐらい寝てたら例のエコノミ－クラス症候群という事で、彼も入院中と
いうことで、実際のロ－タリアンの中で被害にあったということを、お聞きして、大変だなと、ましきという所が
震源地ですが、林さんのお店はＪＲ熊本駅のそばにありますけど、半分の建物に赤紙が貼ってあって、いつ倒れて
おかしくないという状態でした。熊本の中央区という所ですけど、かなり傷んでいるということです。あれを撤去
して建てなおすとなると、倍かかりますのでちょっと東北の方には不謹慎かもしれませんけど、津波が全部もって
いってくれたので、平地になっていますが、今回はそのまま残っていますので、あの瓦礫をどう処理して建て直す
かというのは大変だなというふうに感じました。熊本城の本当に石垣ががらがらと崩れていて、さすがですね。四
隅だけは壊れないんですね。四隅できちんと止めて、あとは野角というか？ばらずみしてありました。隅がきちっ

と積んであるのでそこは崩れないというのを初めて今回見て参りました。50 万円はまだ使いみちが決まらない。
全然おちつかないという事です。決まり次第、ご連絡を頂けるようになっておりますので、連絡があり次第、また
ご報告をさせて頂きます。ありがとうございました。
卓話

𡈽屋

修君

「フリ－メイソンとアメリカ合衆国の建国」について

まずは、みなさんはフリーメイソンをご存知でしょうか？ 先日もオバマ大統領が広島を慰問した
ことが大きな話題となりましたが、大統領選やら沖縄の米兵の問題等、アメリカの話題が連日報道さ
れておりますが、以前、あるテレビでアメリカ合衆国の建国にあたりフリーメイソンという組織が大
きく関わっていることを知り、その時はあまり関心はなかったのですが、書店やネットでもフリーメイソンという
組織が大きく関わっていることを知り、その時はあまり関心はなかったのですが、書店やネットでもフリーメイソ
ンが目に付くようになり、調べているとかなり奥が深いことが分かりました。また、フリーメイソンとロータリー
クラブとの関係も、ちらほらと出て来まして、もしかしたら？フリーメイソンとロータリーの関係上、話したらヤ
バいのか？気になりましたが、両者の関係が悪いという記述はなく、目的がフリーメイソンとアメリカ合衆国の建
国についてという事なので、今回、お話させていただく事と致しました。ちなみに、見つかったロータリーとの関
係文書は以下になります。その文書によると、ポールハリスはメイソンだったとインターネット百科事典（ウィキ
ペディア）では記載してありますが、ロータリーの公文書ではポールハリスがメイソンだったという記述は見当た
らなかったという事です。1922-1923 年のＲＩ会長のレイモンド・ヘイバンズ氏自身はメイソンだったと“歴
代ＲＩ会長のプロフィール（ＲＩが 1997 年に翻訳発行）”により、初めてＲＩ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、レイモンド氏がメイソンだったことを公表したという内容でした。
フリ－メイソン（秘密結社＝イルミナティ）とは起源は数多くあり、1188 年、聖地エルサレムへの巡礼者の保
護を目的としてフランスで結成されたテンプル騎士団の生き残りが立ち上げた組織とも言われています。また、現
在、通説なのは 1360 年イギリスのウィンザー宮殿の建造にあたった 568 人の石工職人たちが、自分たちの権利・
技術・知識が他の職人達にわたらないように暗号化をしたのが始まりとされています。秘密結社という性質上、そ
の活動内容は不明確で謎のベールに包まれており、常に憶測や陰謀論がつきまとい、世界中のありとあらゆる出来
事にフリーメイソンが関与し、陰謀を企て実践しているこということで「悪の組織」と囁かれています。もともと
ユダヤ人との密接な関係があり、歴史を遡ると海外ではアメリカ建国、フランス革命、ケネディ暗殺、９.１１同時
多発テロ事件など、一方、日本では薩長同盟、江戸無血開城など、大きな事件から革命に至るまで様々な事にフリ
ーメイソンが関わっていたというのです。フリーメイソンの会員は世界に６００万人とも言われています。フリー
メイソンをイルミナティ（秘密結社や悪魔崇拝）としても表現されることがあり、フリーメイソンは表の顔、イル
ミナティは裏の顔のようです。
なぜ、フリ－メイソンは「悪の組織」と囁かれるのでしょうか？
フリーメイソンを「悪の組織」だと最初に言いだしたのはナチスドイツだそうでナチスドイツではユダヤ人を人種
差別・迫害していたいため、ユダヤと関係の深いフリーメイソンはユダヤと結託していると考えられていた事と、
イルミナティ自体が悪魔を崇拝していることもあるようです。話しは変わりますが、血液型での性格判断は、もと
もとナチスが作ったことをご存じでしょうか？ 性格判断というよりは人種判断と言った方が正しいのかも知れま
せんが、ナチスドイツの総統ヒトラーは血液型で人間の分類を行った結果、ユダヤ人には B 型が多く、ドイツ人に
は A 型が多いという結果が出たそうです。ヒトラー自身も A 型だったらしく、彼は B 型より A 型の方が優れてい
る。だから、劣っている B 型のユダヤ人は排斥（はいせき）されるべきである、といった結論を出したのです。
どのような人がメンバーなのか？
アメリカ初代大統領のジョージ・ワシントンをはじめ歴代大統領 マッカーサー元帥（げんすい）、
さらにはハワイのカメハメハ大王などの世界の重要人物たち カーネル・サンダース ベートーベン、
モーツァルト ペリー提督 イーグルス、ボブ・デュラン、ビートルズ 前首相の鳩山一郎をはじめ、
鳩山一族 前首相の小泉純一郎、安倍晋三氏も会員だという噂があります。
なぜか？“きゃりーぱみゅぱみゅ”も会員という噂も。
突然ですが問題です。カーネルサンダースは本来の姿ではありません。どこが違うのでしょうか？
ケンタッキーフライドチキンで、有名なカーネル・サンダースなんですが、本来の姿ではありません。
それはどこが違うのでしょうか？それは、左胸に二つのバッチがついていたのをご存知でしたか？
上がロータリアンでもあるので、ロータリーのバッチが輝いております。
下側はミスティック・シュラインというメイソンの上位の人がつけるバッチらしいです。
月に剣のバッチはフリーメイソンの上位の人が付ける、「ミスティック・シュライン 」のバッチ。
フリ－メイソンのメンバ－だったアメリカ歴代大統領
初 代 ジョージ・ワシントン 第 3 代 トーマス・ジェファーソン 第 4 代 ジェームス・マディソン
第 5 代 ジェームス・モンロー 第 7 代 アンドリュー・ジャクソン 第 11 代 ジェームス・Ｋ・ポーク
第 12 代 ザチリー・テーラー 第 13 代 ミラード・フィルモア 第 15 代 ジェームス・ブキャナン
第 17 代 アンドリュー・ジョンソン 第 20 代 ジェームス・Ａ・ガーフィールド 第 25 代 ウィリアム・マッキ
ンリー 第 26 代 セオドア・ルーズベルト 第 27 代 ウィリアム・H・タフト 第 29 代 ウォーレン・G・ハー
ディング 第 32 代 フランクリン・Ｄ・ルーズベルト 第 33 代 ハリー・Ｓ・トルーマン 第 36 代 リンドン・
Ｂ・ジョンソン 第 38 代 ジェラルド・Ｒ・フォード

フリ－メイソンのシンボルマ－クは、左側がフリーメイソンのシンボル
になります。コンパスと直角定規の組み合わせで中に「Ｇ」の文字が
あります。「Ｇ」はジオメトリー「Geometry」とも「ＧＯＤ」すなわち
「神の子（イエス・キリスト）」を表したものとも言われています。右側のシン
ボルの上に三角形に目のマークがありますが、これをプロビデンスの目と言いま
す。コンパスと直角定規の二つの三角形を組み合わせた図形はユダヤ教のシンボルマーク《ダビデ
の星（六芒星（ろくぼうせい））》と同じで、フリーメイソンの起源がユダヤにあることを証明す
るものです。六芒星（ろくぼうせい）はイスラエルの国旗にも使用されている。
1 ドル札に描かれたプロビデンスの目(ピラミッド・アイ)は、1 ドル紙幣です。
裏側にフリーメイソンのシンボルでもある。
プロビデンスの目が描かれているのですが、拡大したものがこれになります。
右側の写真を見てください。
ちょっとこじつけになりますが六芒星（ろくぼうせい）の
頂点の赤丸の
アルファベットを見て下さい。並べると Ｍ（エム）Ａ（エ
ー）Ｓ（えす）Ｏ（オー）Ｎ（エヌ） メイソンになりま
す。
1935 年に採用されたアメリカ合衆国 1 ドル紙幣 当時の
大統領はフランクリン・D・ルーズベルト、米財務長官はヘ
ンリー・モーゲンソウであり、どちらもフリーメイソンで
ある。ANNUIT COEPTIS NOVUS ORDO SECLORUM :神は我々の取り
組を支持する。
プロビデンスの目（ピラミッド・アイ）が使用されているシンボル
アメリカ合衆国の国章の裏面やアメリカ情報認知局のシンボルマークにも
ピラミッド・アイが描かれています。アメリカ合衆国国章の裏面。
未完成のピラミッドの基部にローマ数字で「MDCCLXXVI」
（1776）と書かれている。アメリカ情報認知局（IAO）のシンボルマーク
「ピラミッド・アイ」（プロビデンスの目）とは？
上部の三角はイスラエルの「三種の神器
（十戒石板を示していて下部の四角（台形）
は三種の・マナの壷・アロンの杖）」神器を納めた箱
聖櫃（アーク）を示しています。古代イスラエルの指導者
モーゼは、アークの三角の隙間から神と向き合っていたそうで、そこから神の右目が覗いた事から、浮揚する「ピ
ラミッド・アイ」が作られ、それがフリーメーソンの象徴となったと言われています。 このプロビデンスの目は左
右どちらの目かというと左目になります。「目」を「手」に置き換えて説明しますが、昔から右の手は「清い手」
とされていますよね？ これは世界どこの国も共通のようでインドなどの手掴みで食事をする国を見れば、右手を
使って食べているのがわかります。これに対して左手は「不浄の手」と言われていて、排泄行為の後は左手で処理
される事になります。「目」も「手」と同じようなもので、右目は「神の目」左目は「悪の目」とされているので
す。つまり、プロビデンスの目は、左目だから「悪の目」ということになります。
合衆国首都と星状五角形の都市計画
ワシンＤＣのホワイトハウス周辺の都市区画はピラミッドと五芒星（逆さ五芒星）がモチーフとなっており、ピラ
ミッドの頂点に当たるところにホワイトハウスがあります。アメリカ合州国建国と、その陰に見え隠れするフリー
メイソンの存在によりホワイトハウスの北側に「逆さ五芒星」と思しきラインが道路によって引かれています。 五
芒星は世界中で魔術の記号とされ守護に用いることもあれば、上下を逆向きにして悪魔の象徴になることもあるそ
うです。フリーメイソンのモチーフとして逆五芒星を用いた時代もありましたが、逆五芒星が悪魔崇拝を軸とした
カルト教団が使用する時代があり、誤解を避ける意味で六芒星を用いたのが近代に名残りとして残っているそうで
す。ホワイトハウス北側には５つのスポットが存在し、すぐ北側の(1)ラファイエット・スクエアから時計回りに(2)
ワシントン・サークル(3)デュポン・サークル(4)ローガン・サークル(5)マウント・ヴァーノン・スクエアと位置し
ていて、これらの広場はそれぞれが道路で五角形に結べるばかりでなく、それぞれ道路を結んで逆さ五芒星が出来
ます。逆さ五芒星の頂点に当たるところにあるのがホワイトハウスであり、五芒星が逆さである事と、 画像はあ
りませんが、国会議事堂の上空から見た形状が「双頭（二つの頭）の鷹（タカ）」（民主党と共和党を象徴する）
のデザインになっているのが、フリーメイソンの伝統的な直角定規とコンパスの徴（しるし）であるという主張も
あるそうです。
フリ－メイソン」により建てられた建造物
国会議事堂やホワイトハウスもメイソンによって建設され、メイソンの思想が随所に盛り込まれています。
1799 年にワシントンが亡くなった際に記念塔の建立に携わった主要メンバーのほとんどがメイソンであり、メイ
ソンの思想のエジプトのオベリスクと呼ばれるモニュメントそっくりに造られているそうです。米国の象徴である
自由の女神までもがフリーメイソンによって造られ、フランス政府は１８８６年に、アメリカ独立百周年を記念し

て「自由の女神」像を贈りました。完成当初、石碑が存在しており、そこにはこんな記述がありました。「フラン
スのフリーメイソンがアメリカの独立を記念しフリーメイソンの同胞たちに贈った」 これにより、自由の女神も
フリーメイソンによって造られたことが分かります。
最後に
この様にアメリカ合衆国の建国にあたり、フリーメイソンによって関与され、現在も受け継がれていることを簡単
にお話しさせて頂きました。本来はもっと奥が深く、アメリカ合衆国だけでなく、フランス革命や日本の幕末にも
関係していて、調べているうちにあまりのも裾野が広く、説明もかなり端折りましたので意味が分からないところ
も有ったことと思いますので、お詫び申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。

