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     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  堀川 和士  

                               

 

   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

鴻野 幸泰 

＜会長の時間＞  

建国記念日とカラスについて 

◎来週の火曜日2月11日は建

国記念の日です。この建国記

念日にまつわる話をします。

神武天皇が大和を平定し、紀

元前660年2月11日に橿原宮で即位されたとのことで、建国の

日として祝おうということです。 

◎神武天皇の東征軍が、熊野から大和に攻め入る時の道案内とし

て登場したのが三本足の烏、八咫烏です。この八咫烏は日本サッ

カー協会のシンボルマークになっています。理由は日本に近代サ

ッカーを紹介し、その普及に尽力した中村覚之助に敬意を表して、

この方の出身地である那智勝浦町にある熊野那智大社の八咫烏

をデザインしたとのこと。日本を建国した初代天皇を助けたとて

も賢いカラスで、日本では、勝利に導くシンボルだというメッセ

ージが込められているのです。しかるに、2011 年まで日本サッ

カー協会のホームページには全くその説明はなく、「三本足の烏

は、中国の古典にある三足烏と呼ばれるもので、日の神＝太陽を

シンボル化したものです。」と八咫烏の「ヤ」の字も、日本神話

の「シ」の字もなく“中国のサッカー協会かよ”という感じであ

りましたが、いろいろ抗議もあったようで現在は、中国の古典に

ある三足烏を残したまま「日本では、神武天皇御東征のとき、八

咫烏が天皇の軍隊を道案内したということでもあり、烏には親し

みがありました。」との何とも取って付けたような文言が追加し

てあります。 

◎カラスは鳥の中で別格であり、並み外れて賢い 

・道具を作り、遊び、学習し複雑な認知力をもち、「羽毛のある 

類人猿」と言われています。 

・ほかの鳥が数を減らし、絶滅するような環境変化の中でも適応 

して繁栄することができるのは、カラスの大きな脳によることが 

大きいと言われています。カラスの脳の重さは10g～13g、体重 

600gとして脳化指数（脳の大きさを体重を加味した法則）に従 

うと、ヒトが10.0 チンパンジー4.3 サル2.0 ゾウ1.3ネコ 

1.0 ハト0.4 ニワトリ0.3 カラスは2.1で小型のサルと同等

であり、カラスの脳は鳥の中では別格の指数なのです。 

◎日本にいるハシブトカラスとハシボソカラスについて 

・ハシブトカラス・・・森の中から都会に進出し、都会での生活 

を満喫している。採餌行動は上から見下ろして餌を見つけるので、 

地上でかきわけて餌を探さない。エサが見えなければ動かない。 

都市ではゴミが主として餌になり、上空から簡単に発見できる。 

・ハシボソカラス・・・町の中から農耕地、河川敷に追いやられ、 

都会の生活に馴染めずIターンをして生活。採餌行動は地上で餌 

を探し出し、かきわけて餌をつつきながら探す多彩なテクニック 

を持っていて、極めつけはクルミ割りです。 

・ハシブトカラスの嘴は太く、上嘴がアーチ状になっていて、上 

嘴の先端は下嘴よりも前に伸びている。地上で米粒を拾い上げた 

り、地中のミミズを追っかけたり、細かい餌を摘み上げるための 

ものでなく、動物の死骸から力まかせに肉をちぎって取って食べ 

るのに適しているのです。 

・ハシボソカラスの嘴はやや細く、上嘴はあまり曲がっていなく 

上と下の先端は合致します。種子類や、ミミズ、昆虫などをかき 

分け探し、つついて食べるのに適しているのです。都市化で地面 

がコンクリート、アスファルトで舗装されることで多様なテクニ 

ックが使えなくなり、Iターンするしかなくなったということで 

す。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎高山市社会福祉協議会より 

・平成２５年度第４回 

評議員会の結果報告について 

＜受贈誌＞ 

高山ＲＣ(会報)  
 

 

 

＜出席報告＞ 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 38名 12名 38名 50名 100.00％

本日 37名 － 37名 50名 74.00％
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＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日 

野戸  守  ２．２３     折茂 謙一  ２．  ７ 

鍋島 勝雄  ２．２１     鴻野 幸泰  ２．１３ 

山下 直哉  ２． ３ 

遠藤 隆浩  ２．  ２（当日欠席） 

◎夫人誕生日 

      田中 晶洋   晶 子さん     ２．２４ 

◎結婚記念日 

     岡田 贊三   Ｓ４８．２．１０ 

◎出席表彰 

     なし 

◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

・新井 典仁  ・伊藤 松寿  ・井辺 一章 ・鴻野 幸泰 

・小森 丈一  ・下屋勝比古  ・田中  武 ・田中 正躬 

・米澤 久二  ・脇本 敏雄 

 

 
会員増強・職業分類・選考委員会 
委員長   古橋 直彦 
本日は会員増強として、

昨年度末に入会して頂き

ました山下直哉さんに、パ

ワーポイントを使って自

己紹介を兼ねたスピーチ

をしていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

山下 直哉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経歴

• 昭和46年、高山市上三之町生まれ
• 高山市立西小学校卒
• 高山市立中山中学校卒
• 岐阜県立斐太高等学校卒
• 私立松本歯科大学卒
• 名古屋市内の一般歯科勤務
• いしうら歯科医院 開院
• 医療法人 三紲会 設立
• 富山市 ひまわり歯科クリニック 開院
• 株式会社 スマイルネット 設立

こんにちは。

山下直哉です。

趣味

• つり（鮎釣り・黒鯛釣り）

• 料理（ピザなど・なんでも作ります）

• ゴルフ（万年９０）

医療法人 三紲会

• いしうら歯科医院

• 山下歯科医院

• ひまわり歯科医院
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＜ニコニコボックス＞ 
●山下 明さん 

・本日は新会員スピーチです。山下直哉さん、よろしくお願い

します。 

・先日｢きのえね｣で会員増強委員会が開かれました。古橋委員

長さんはじめ阪下さん遠藤さん井上さん、貴重なご意見あり

がとうございました。３％純増に向けて頑張りましょう。 

●寺田 昌平さん 

本日のプログラムは会員増強・職業分類・選考委員会です。新 

会員スピーチ楽しみにしています。宜しくお願いいたします。 

●小森 丈一さん 

今月号にも『友』の俳壇に採り上げて頂きましたので。路地に

はどんな魚の匂ひがしたでしょうか？  

●伊藤 松寿さん 

小森丈仙さん、またまたロータリー俳壇に入選おめでとうござ 

います。今回の俳句選者はかの有名な俳人、高浜虚子の孫、稲 

畑汀子さんです。とにかくスゴイ！おめでとうございました。 

●長瀬 達三さん 

先日は結婚祝いのお品をありがとうございました。 

●鴻野 幸泰さん 

本日誕生祝いを頂ける様ですのでありがとうございます。 

●折茂 謙一さん 

本日心身ともに元気に満７６歳になりました。私に関係するほ 

とんど全てに明るい兆しが見えてきましたので心から感謝しま 

す。 

 

●鍋島 勝雄さん 

2月3日、洲ざき節分会、今年の年番として歌舞伎狂言で身代わ 

り座禅のいやらしい女房役で、出席者からそばに寄るな、と。 

でも自分は充分に楽しむことが出来ました。 

●新井 典仁さん 

３月９日に行われるソフトミニバレーボール大会に備えての練 

習で、昨日山王フラワーズさんの練習に参加させて頂きました。 

久しぶりに良い汗をかかせてもらい有難かったです。大会では 

最低でも一勝出来る様に頑張りたいと思います。 

●井上 正さん 

昨夜はソフトミニバレーの練習が宮中学校であり、下屋さん新 

井さんと鬼コーチの元鍛えて頂きました。一勝を目指して練習 

を頑張っていますので、是非多くの皆様の賑わしご参加をお待 

ちしています。今日は中学校のＰＴＡで早退させて頂きます。 

宜しくお願いします。 

 

訪問口腔ケア

スマイルネットの取り組み

ボランティア活動
口腔ケアの出前講座

ボランティア活動
口腔ケアの無料体験会

口腔ケアの様子
施設にて

ありがとうございました。
口腔ケアに関するご相談は、山下まで。
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