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未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 

２０２２－２０２３年度 
ＲＩテーマ 

第２６７８回例会  

令和４年９月２日 

お祝い・会員スピーチ 

＜会長の時間＞ 
先週に引き続きの話ですが「テレビを見る人が減ってきている」

という言説をよく聞きます。特にZ世代、インターネット環境が当

たり前で育った若い世代のテレビ離れは著しく、主要局もその世代

の獲得を狙った方策を打ち出そうと知恵を凝らしているようです。

Z世代の語源・由来はアメリカの「ジェネレーションZ」から来て

いるそうですが年齢は明確ではありません、「1990年半ばから

2010年代生まれの世代」を指すことが一般的です 
「最近面白い番組が減った」と感じる人も多いのではないか察しま

す。バラエティでお笑い芸人が相方の頭を叩くだけで「イジメを助

長する」などと非難を受ける時代で「なんでもあり」が魅力だった

テレビですが、制作側も委縮して「無難な番組」ばかりを作るよう

になったことも要因だと思います。かつて「最強の媒体」で鳴らし

たテレビは、王者ゆえの弱みがあった。圧倒的多数に視聴されるが

故に公共を必要以上に意識し、ネット文化とともに広まった炎上を

体質的に恐れ番組は丸く、更に丸く作られました。 
一方、新進気鋭のネットコンテンツには、丸いテレビで蓄積され

た鬱憤を発散したい制作者・視聴者がなだれ込んで界隈は盛り上が

り、時に炎上上等を掲げ番組制作に励むことができます。このよう

な状況だからテレビからネットに人がある程度流れたのは時代の

必然とも言えると思います。 
話を戻しますがZ世代の大きな特徴が、ダイバーシティの許容で

す。例えば北米や北欧各国で同性婚カップルの合法化が相次いだの

は2000年代であり、日本では法制化されていませんがLGBTQを

始めとする多様性を認める世界的な動きを受けて育ってきたのが

Z世代です。さらに1900年代後半から2000年代にかけては日本

国内の外国人在留者が総人口の2％に迫る勢いとなり日本国内のみ

ならず世界各国でも多くの移民の子どもが誕生し、様々なバックグ

ラウンドを持った人々が身近にいることが当たり前になってきま

した。そういった世界的な動きにSNS等の普及も相まって、性や

人種などの多様性を受け入れ認めようという価値観を持っている

のがZ世代でもあります。 
また、Z世代の多くは日本国内で2002年から2010年まで施行

された「ゆとり教育」を受けた世代で、自ら主体的に学んだり選択

したりする自主性や自律性を重視する傾向にあります、バブル崩壊

による経済の低迷や、阪神淡路大震災・東日本大震災といった大き

な災害、さらに新型コロナによる世界全体の社会構造の変化など、

Z世代は社会の変遷に晒されながら生きてきました。それらの劇的

な環境変化を受け、自らを含めた人々の幸せや生きる事に関心が高

まっているようです。経済成長を絶対的目標として掲げてきた今ま

での社会とは異なり、Z世代は環境や弱い立場の人々の配慮を通し

て、多様性の中で共生する世の中を目指していくのかもしれません。 
ロータリーが言うダイバーシティ&インクルージョンとは性別、

年齢、障がい、国籍、ライフスタイルなどの外面や、職歴、価値観

などの内面に関わらず、それぞれを尊重、認め、良いところを活か

す事とし、いずれは私たちの子供や孫の世代がロータリーを担って

いく時代になります。義理人情を絡めた会員増強策が、ネットネイ

ティブな若年齢層には通用しません。今のロータリアンはブーマー

世代（1946-64生まれ）が中心で、それに続くミレニアル世代（Ｙ

世代）やＺ世代の思考や感性の違いを理解しないと、彼らを入会に

結びつけられるのか疑問です。我がクラブも世代の空白をつくらぬ

よう、年齢バランスのとれたクラブ会員構成を保ち続けていくこと

が重要になると思います。 
 

 

＜幹事報告＞  

◎ガバナーより 
 ・世界ポリオデーイベント フォトコンテストのご案内 

ポリオ根絶の想いを伝える写真を募集 応募はポリオデー 
ポータルサイトhttps://www.endpoliorotary.club/homehまで 

 ・ロータリー文庫 2021年決算報告書、2022年予算書 
・基本的教育と識字率向上月間 リソースのご案内 

◎国際ソロプチミスト高山より 
・新事務局のご案内(2021年9月～2022年8月) 
   〒506-0057   高山市匠ヶ丘239-1（(株)打江精機内）   

打江 記代(会長)   TEL  32-0035 
＜例会変更＞ 
高山中央 … 9月19日(月) は、法定休日(敬老の日) のため 休会 

9月26日(月) は、 
高山３クラブ合同ガバナー公式訪問例会のため 
30日(金)12：30～ 高山グリーンホテル に 変更 

＜受贈誌＞ 
(社)高山市文化協会（広報高山の文化No239、高山メセナメイ 
ト会報No77）、岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だよ 
りNo90) 

 
 

 

 

＜本日のプログラム＞お祝い  

◎会員誕生日 

     田中  武   ９．１７ 

     堺  和信   ９．１５ 

     田邊  淳      ９．２０ 

     杉山 和宏      ９．２１ 

◎夫人誕生日(当日、ご自宅に花束をお届け) 

     大村 貴之   真由美さん   ９．１８ 

     遠藤 隆浩   明日香さん   ９．２４ 

     冨岡 恒重   泉  さん   ９．１１   

◎結婚記念日(一週間ほど前にご自宅へグリーンホテル商品券を郵送) 

     冨岡 恒重           ９．１１ 

◎出席表彰 

     阪下 六代  ３２年 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２８名 － ２８名 ３５名 ８０．００％ 

＜出席報告＞ 
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◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

・内田 幸洋  ・斎藤   章  ・阪下 六代  ・中島 一成 

・挾土 貞吉  ・門前庄次郎 

 

 

  会員スピーチ 

田中 武 

会員スピーチをやれという事で、垣内秀文会長と大村貴之幹事か

ら仰せ付かりましたがもっと他の方にと言ったんですが「RCの原

則・NOと言えない子事は知っているんですね？」と言われその言

葉で一言もなくお受け致しました。 
入会年月日 平成13年3月（2001年）21年間経ちました。入

会推薦者は、一番初めに同期生の井口忠義君（井口大輔君のお父さ

ん）が何回も通って頂きましたがその時は返事が出来ませんでした。

そうこうしている間に彼が平成10年10月9日55才という若さで

で死去されました。其の後に、また同窓生の脇本敏雄君から何回も

来て頂き余りお断りするのも良くないと思い入会させて頂きまし

た。その時に脇本君は、もし入会出来ても、日頃の行い素性、ロー

タリーはNOとは言えない、時間厳守、一人でも反対が有れば入

会できない等、厳しい条件を付けられました。その時に私はどうし

ても入りたいとは思っていませんでしたから、条件に合わない事ば

かりで絶対に無理と思い安心していました。それから数日間経って

何とかお前でも入会出来る様になったので感謝しろみたいな事で

入会させて頂いた様なわけです。 
その頃の会場は、飛騨地域地場産業振興の4階、当時の会長さん

は小森丈一さんでした。それから数年後に、会員の長瀬達三さんの

お父さんである長瀬二三男さんのプログラム委員会で初めて委員

をさせて頂きました。それからは、出席委員、プログラム委員、新

世代、環境保全、親睦活動、社会奉仕、平成24年度は副会長をさ

せて頂き翌年会長エレクト、そして平成26年度に適材適所の人が

居なかったとは聞いていましたが、幹事経験無しで異例だったとは

思いましたが、第50代会長職をさせて頂きました。またその年は

台北東海RCの創立20周年記念に招待され訪問。我がクラブとは

2000年4月に締結式がグリーンホテルで行われていました。そん

なこんなで何もわからず行かせて頂きました。その時の幹事さんが、

門前庄次郎さんで、全てやって頂きましたおかげですべて巧く往き

ました。また訪問できれば行きたいと思っています。感謝感謝です。

第55代遠藤隆浩会長さんの際、台北東海ＲＣ創立25周年訪問は

今のコロナで中止になりました。 
話は別ですが私の生年月日はご存じだと思いますが昭和18年、

戦時中生まれです。私達の作っています会、昭和18年～19年生ま

れで『八九の会』RC入会当時のメンバーは8名居ました。田近 毅、

岡田 贊三、私 田中 武、脇本 敏雄、村瀬 勝彦、岩田 勇、小林 勝

一、垂井 政機。現在在籍中では（岡田贊三 7/25）（田近毅 7/26）
田中武（9/17）三人の中では私が一番若い訳です。 
私とロータリーとは何かなと考えてみました。皆さん忙しい中で

週一の昼間、ふつう昼間は皆さん忙しい時間では？と私も疑問は持

ったんたんですが、皆さん平気でやってみえます、なんでかな？経

営者だから時間に融通がつくのかなとか思いました。始めは無我夢

中でした。それが何年間もやっていますとそれが当たり前に思える

ようになり、何でかな？それは異業種の方々との色々の話が出来る

事、考え方の違いがあったり、分からない事が有ったり、沢山有り

ます。分からない事はもう一回聞けば良い、自分が知ってい事が有

れば話せば良い、地区大会も勉強になりました。やはりロータリー

の目的である『四つのテスト』言行はこれに照らしてから ① 真

実かどうか ② みんなに公平か③ 好意と友情を深めるか ④ みん

なのためになるか どうか  この『四つのテスト』。今更ながら

ですが本当に灌漑深い意味がある事を心より感じています。 
又、話は違いますが携帯電話、スマホ、パソコン、タブレット、

オンライン、ズーム…。戦時中生まれは大変です、付いて行くのに

命がけです、助けて下さい。 
以上です。拙い話を聞いて頂きましてありがとうございました。 
 

 
斎藤 章 

①「源義経＝ジンギスカン」説 
「源義経＝ジンギスカン」説の誕生 
●ジンギスカンとなった「テムジン」は「ニロン」族の出身だが、 
 これは「日本」族の「天神」のなまりである 
●チンギス・ハーンは別名「クロー」と称したが、これは「九郎判 
官」である 

●モンゴル帝国の「元」は「源」から来ている 
●モンゴル文字に平仮名からヒントを得たとしか考えられない文 
字が存在する 

●相撲、乗馬、緑茶、服など共通の文化が数多い 
さて、そんなチンギス・カン義経説。我が国の歴史学の大家まで

この説を裏付ける。以下のものである。 
・ヨーロッパ系、コーカソイドではない。 
・インドは今のアーリア人的ないまのインド人の顔と超古代のイン 

ド人の神の顔はまったく異なる。ところで、大陸の人の発音では、 
チンギスハンとも、ジンギスカンとも言われ、チとジ、ハンとカ 
ンの区別が怪しくなってくる。だから、カザールもハザールも同 
じ意味である。 

ユダヤ問題 
●国家的な「ユダヤ化政策（改宗政策）」を推し進めたハザール王 

オバデアから200年たったヨセフ王時代の書記は、以下のよう 
な記録を残し、ハザール人は全トルコ民族の先祖であるトガル 
マを通じ、ノアの長男セム（黄色人種）ではなく第3番目の息

子ヤペテ（白人種）の直系子孫であることを断言している。 
「……我々の父祖の系図から、トガルマには10人の息子があった 
ことを知った。その子孫の名前はウィグル、デュルス、アヴァル、

フン、バシリー、タルニアク、ハザール、ザゴラ、ブルガル、サビ

ールである。我々は7番目の息子ハザールの子孫である。」 
 ハザール人が現在のアシュケナージユダヤ人こと東欧のユダヤ 
人の祖先である。が、そのハザール人の祖先はトガルマ人であり、

そのトガルマ人の子孫は10家系が存在したというのである。 
それが、ウィグル、デュルス、アヴァル、フン、バシリー、タルニ

アク、ハザール、ザゴラ、ブルガル、サビール 
(1)ウィグルはもちろんいまの中国に弾圧されているウィグル族だ 
ろう。 

(2)フンは元のフン族＝高句麗の祖先だろう。 
(3)タルク二アクはトルクメニスタンの語源だろう。今年のサッカ 
ーのアジア杯で 初 に日本が戦った相手である。 

(4)ハザールはカザール。古代ハザール帝国やいまのカザフスタン 
の元だろう。 

(5)ブルガルはいまのブルガリアだろう。 
 他５つのデュルス、アヴァル、バシリー、ザゴラ、サビールがい

まのどこに当たるかはわからない。というわけで、ユダヤ人と朝鮮

人の共通のルーツにトガルマ人という未知の民族がいたことにな

るわけだ。トガルマはトルコの先祖というから、トゥルク、秦、唐

の系譜の民族の祖先ということになるだろう。白人種だという。 
要するに、3000年ほど前に西アジアから侵入してきた、アジアに

おける「アーリア人の侵入」を行った金髪碧眼種がトガルマ人だろ

うと考えられる。 
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そのアーリア人がインドに侵入したのが、ブラフマン（ブラーマ 
ン）である。バラモン教を伝えたインド人の祖先である。インド・ 
ヨーロッパ語族というが、それはアーリア人語族でもある。ゆえに、 
アジアに侵入したアーリア人が漢人になり、現代の中国人になって 
いったわけだから、中国語もインド・ヨーロッパ語族と似た文法に 
なったわけだ。フンの発音はハンと区別できないから、アジアでは 
ハンとなり、またハンとカンは区別できないから、漢や韓になった 
とも考えられる。ハングルのハンはフンでもカンでもあるわけだ。 
ハンは西ではハンガリーのハンになり、ハザール帝国は東欧の 
ハンガリー帝国になっていった。古代中国の秦の始皇帝の末裔の名 
字は李だから、西洋のユダヤ人にもLeeという名字を持つ家系が

ある。というようなわけで、気質も考え方も興味や趣向もユダヤ人

と朝鮮人は似ているが、それは、古代において、同じ帽子をかぶっ

た一族が支配層＝貴族層となり、朝鮮半島を支配したからだろうと

いうことになる。その服装だけが、近現代まで朝鮮両班により乗っ

取られてなりすまされてきたということだろうというわけだ。 
いずれにせよ、大歴史学者までが、ジンギスカン義経説を主張 

する時代、真面目に研究する時代になったわけですナ。ところで、 
この説はそもそもシーボルトから出たという話だが、そのシーボル 
トはどこからだれからそういうアイデアを得たのだろうか？おそ 
らく、古来から伝わる日本国内の噂話からヒントを得たに違いない。 
そのシーボルトは日本人の楠本滝と結婚した。そして生まれた娘が

楠本イネであり、銀河鉄道999のメーテルのモデルになった。 
田中英道教授のいう、「モンゴル人には義経の遺伝子がある」と 

いうのは実に興味深い。しかし、フビライや他の人種のY遺伝子 
も多々あるわけだから、すべてのモンゴル人がそうだというわけで

はない。ところが、遺伝子解析企業のDNA解析をすると、すべて 
戦後のWGIP時代にできた間違った日本史・世界史に基づいた結

果になるから要注意。モンゴル人の方が日本人より祖先になってし

まうのだ。事実は正反対。これを田中英道教授は結論づけた、とい

うわけである。 
②現在の諸状況～藤井厳喜 2022年予測 
【検証①】「米中対立」はどうなっているのか？ 
・「台湾問題に新展開」ペロシ訪台で明確化したアメリカの

スタンス  ・「軍事衝突の X デー」日本が戦場に？202◯年

以降に注意せよ… 
【検証②】「米バイデン政権」はどう動いているのか？ 
・隠しきれないバイデンのボケ具合…マスコミが伝えない大

統領の実態  ・米民主党・水面下で分裂？…バイデン失脚を

画策する 2 人の実力者 
【検証③】「チャイナ経済」はどうなっているのか？ 
・「崩壊中チャイナ経済」大量の失業者…表面化してきた綻

びの数々 ・「この銘柄※要注意※」ある中国企業株が紙ク

ズになる日 
【検証④】「アメリカ経済」はどうなっているのか？ 
・「インフレを加速させる 3 要因」アメリカ経済を不況に

導くバイデン政権 ・ダウ平均“根拠なき”高騰…今後は上が

り続ける？それとも暴落…？ ・米国株投資家への一言アド

バイス 
【検証⑤】「アメリカ中間選挙」はどうなっているのか？ 
 ・勝率は 90%以上…なぜトランプ派の議員が選挙で勝ちま

くれるのか？ ・「トランプ大復活か」黒人の支持率上昇…

2024 年大統領選に向けた布石 
【検証⑥】「ヨーロッパ経済」はどうなっているのか？ 
・「的中・ウクライナ侵攻」大荒れのヨーロッパと耐えるロ

シア…行く末は？ ・「ロシアが持つ切り札」ヨーロッパ・

ロシア間の隠れた力関係 ・「家畜を殺せ…」政府によって

虐められる農家たち 

【検証⑦】「日本経済」はどうなっているのか？ 
・「新・岸田内閣の未来」憲法、国防、財政… ・「旧統一

教会と岸田首相」政権内はシンパだらけ？旧統一教会を陰で

操る黒幕 
【検証⑧】「温暖化×経済」はどうなっているのか？ 
・「稲作禁止令・発動？」なぜ岸田政権は温暖化対策で植物

を殺すのか？ ・「山口県を掌握する中国」再生可能エネル

ギー事業を利用して支配するカラクリ ・「スペイン 70 年

"ぶり"の猛暑」←この言葉が示す地球温暖化論のトリッ

ク ・「インフレを加速させる 3 要因」アメリカ経済を不

況に導くバイデン政権 ・ダウ平均“根拠なき”高騰…今後は

上がり続ける？それとも暴落…？ ・ 米国株投資家へ…藤

井厳喜からの一言アドバイス ・「旧統一教会と岸田首相」

政権内はシンパだらけ？旧統一教会を陰で操る黒幕 
【検証⑨】「コロナ×世界情勢」はどうなっているのか？ 
・コロナ発生源は結局…武漢の海鮮市場？ウイルス研究所？ 
・「2 年半で進んだコロナ解析」やはり人為的か？ちらつく 
アメリカの影 

【検証⑩】「ドル円為替」はどうなっているのか？ 
・「的中・長期の円安傾向」ドル円の乱高下…今が天井？そ 
れとも 140 円以上？ ・バブル崩壊・リーマンショック

…予測が当たるワケ 
月の裏側：月が地球に表面だけを見せて決して裏側を見せな

いのは物理学的にあり得ない。公転周期と自転周期がピッタ

リ合致しているからそうなる。というのが一般的な理由だが、

それは、月と地球だけの２体問題ならそうなる可能性もある。 
しかし、太陽系には他に火星水星木星土星のように色んな惑

星がある訳で、そこからの重力の影響を考えると、ずーっと

何万年も月が裏側を見せないのはあり得ない。 
見せてくれた写真には月の裏側にびっしりとUFOが映って

いた。 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●高山中央ＲＣ 伊藤 正隆さん 
久し振りのメイクアップ、よろしくお願いします。 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

本日は会員スピーチです。田中武さん､斎藤章さんに卓話をしてい 
ただきます。楽しみにしています。今年度は会員皆さんにも卓話の 
機会をつくりたいと計画していますのでご協力をお願いします。高 
山中央ＲＣ伊藤正隆様のご来訪を歓迎します。  
●井辺 一章さん 
今日15分ほどのスピーチをして下さいと幹事より話がありまし 
た。西ロータリークラブに入れて頂き24年になります。会長をお 
受けし色々ありましたが 高の一年になりました。幹事さんにも恵 
まれ良かったと思います。 
●下屋 勝比古さん 
8月30日花巻ロータリークラブへメイクアップに行って来まして、

大歓迎して頂きました。また来週も行って来ます。気づきやアイデ

アがいっぱいありました。 
●岡田 贊三さん､内田 幸洋さん､斎藤 章さん､古橋 直彦さん､ 
米澤 久二さん､田中 武さん､遠藤 隆浩さん､向井 公規さん､ 
塚本 直人さん､杉山 和宏さん､中島 一成さん､堀 幸一郎さん､ 

9月に入り涼しく感じられる天気ですが雨が続きすっきりしない毎

日です。4人が立候補した高山市長選も終わり、これからの田中明

新市長に期待します。12年間ご尽力いただいた國島市長ありがとう

ございました。  
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