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　皆さん、こんにちは。今日から会員によるリレートーク
が始まります。寺田先生と杉山哲男先生です。よろしくお
願いします。
　皆さんはどのような愛読書をお持ちですか。私の愛読
書の中に、渋沢栄一氏の『孔子』があります。渋沢氏は、
皆さんも周知のように日本の近代資本主義の父と言われ
ており、欧州視察の経験をもとに、500余りの会社を設
立しています。慶応3年（1867年）1月から明治元年
（1868年）11月に至る約2年間、フランス、スイス、ベ
ルギー、イタリア、イギリスなどを巡って資本主義の文
明を学んできました。
　明治6年に大蔵省を辞して、日本最初の近代的銀行
第一国立銀行を創設し、40年間その頭取に就任してい
ます。多くの株式会社を造ることに関わってきました。王
子製紙1874年、東京海上保険1878年、日本鉄道会
社1881年、共同運輸（日本郵船）1883年、大阪紡績（東
洋紡）1884年、東京瓦斯1885年、帝国ホテル1887
年などの株式会社が次 と々誕生しました。
　明治42年の古稀の祝いを契機にして、すべての関係
会社から引退し、それ以後は以前から関係していた病院、
教育、社会福祉、国際関係などの社会・公共事業に専
念しました。東京養育院、東京商工会議所、日仏会館、
中央盲人福祉協会、東京女学館、日本女子大学など、
約600の社会・公共事業への支援及びに民間外交に尽
力しました。
　戦後に生きていれば、渋沢栄一氏こそ素晴らしいロー
タリアンではないかと思います。

ビジター  影山　桓義君、一杉　泰博君（沼津北）

他ＲＣ出席  石川（秀）君（9.5沼津柿田川）、能見君
（9.7富士）

欠席者（12名）
石川（秀）君、髙地君、峯村君、
峯尾君、長橋君、能見君、大熊君、
塚本君、内田君、上田君、渡辺
（好）君、渡邉（洋）君
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9月16日（金）
　会員卓話「最近のマーケット動向と
　資産管理のあり方について」
 会　員　　能見　哲理君

会員誕生日　大村　愛美君、渡邉　雅昭君

9月23日（金）
　補助金プロジェクト「未来の夢計画」贈呈式
 社会福祉法人　輝望会　ミルキーウェイ　　原様

石川（三）君…寺田先生・杉山先生、リレートークよろし
くお願いします。
野際君…①沼津自慢フェスタ、本日・明日、中央公園
で開催しています。野際も売オヤジをやってます。ぜひ
お出かけください。黒いパンフご覧ください。②結婚記
念日のお祝いありがとうございました。
積君…寺田・杉山両先生、 リレートーク楽しみにしています。
杉山君…40年ぶり2度目のイニシエーションスピーチ
をやらせていただきます。
寺田君…①妻の誕生祝いをいただきありがとうございま
した。②卓話をさせていただきます。
渡邉（雅）君…妻の誕生日のお祝いありがとう。
吉野君…明日は母のお誕生日です。ありがとうございま
す。早退します。

１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…9/19（月）は9/17（土）夜間例会
 ＠花の湯
　　　　　　　9/26（月）は昼例会に変更 12:30点鐘
　　　　　　　10/10（月）は祝日休会
　　　　　　　10/24（月）は夜間例会 2クラブ合同例会
　　　　　　　10/31（月）は特別休会
　沼津柿田川…9/19（月）は祝日休会
　　　　　　　9/26（月）は夜間例会
　新　富　士…9/20（火）は夜間例会
 観月会＠グリーンホテル
　　　　　　　9/27（火）は特別休会
　　　　　　　10/4（火）は10/2（日）ウォーキング例会
　　　　　　　10/11（火）は特別休会
　　　　　　　10/25（火）はＧ補佐公式訪問
 （夜間：音楽会）
　沼　津　北…9/20（火）は移動例会（米山梅吉記念館）
　富　　　士…9/21（水）は夜間例会
　富士山吉原…9/22（木）は祝日休会
　御　殿　場…9/22（木）は休会
　　　　　　　9/29（木）は例会場変更
　沼　津　西…9/22（木）は祝日休会
　富 士 宮 西…9/23（金）は裁量休会
２ ．2015-16（森藤年度）会員増強賞 受賞のご報告
３ ．第15回ロータリー全国囲碁大会のご案内（再募集）
　⇒詳細は事務局まで
４ ．11/19（土）・20（日）地区大会 in 静岡のご案内
ポストイン⇒氏名・出欠をご記入のうえ事務局まで
ご提出ください

新説　邪馬臺国 会　員　　寺田　　鼎君
　邪馬臺国がどこにあったかを解明する鍵を見つけま
した。孫栄健氏の著書で、中国の史書の筆法を理解し
て読むことを知りました。倭人伝には郡から九州の末盧
までの距離を1万里と書いてありますので倭人伝の1里
は約70ｍです。末盧から陸行500里で伊都国、陸行
100里で奴国、陸行100里で不弥国です。ここからは
距離を示さず、南水行20日、投馬国に至る、水行10日、
陸行1月で、邪馬臺国に至るとあります。私は距離の記
載が急になくなったことに、違和感を覚えました。私は
不弥国からは海でなく御笠川を上ったと推察しました。
そうすると、全ての謎が解決しました。20日で付いた
投馬国は春日市で、水行10日、1月歩いて二日市温泉
で休養し峠を越えれば朝倉市です。ここが卑弥呼のい
た邪馬臺国です。平塚川添遺跡があります。倭人伝の
原文には、津島、壱岐、松浦には海を渡ると書いてあ
りますが、不弥国からは水行と書き、海を渡るとは記さ
れていません。私の新説として発表しましたが、使節団
が川を上ったという節が既に発表してありましたら私の
不勉強をお許しください。

 会　員　　杉山　哲男君
　私のひそかな趣味は遺跡巡り一人旅です。最近は戦
国史ブームに乗って戦国時代も興味を持って城めぐりが
多いですが、本命は古代史、縄文・弥生の遺跡を訪
ね歩くことです。きっかけは平成の初めころでしたが、
新宿の三越で開かれた「縄文まほろば博－山内丸山遺
跡とその世界」と銘打った遺跡の発掘物の展示会を見
たことです。発掘された品々を見て、その説明を聞い
て所謂カルチャーショック、これはぜひ現地（青森市の
郊外）へとその後すぐ訪問、先日、最近遺跡が随分と
整備されたと聞いて二度目の訪問をしたという次第です。
　この集落は縄文前期中ごろ今から5500年前始まって、
1500年くらいも存続したそうです。高さが10ｍ余の多
分見張りやぐらが立っていたと推定される直径80cmも
ある大きな栗の木の柱跡や竪穴住居500軒、大型竪穴
住居20軒の住居跡があり、大きな集落だったことが分
かってきました。遺物の廃棄場所からは、大量の土器の
破片・動物や魚の骨・植物の種や花粉・人骨などここ
に暮らした人々の生活を想定される貴重な遺物が見つ
かっています。分析の結果、栽培されていたらしい栗を
はじめ、トチやクルミ、ウサギやムササビなどの小動物、
マグロやヒラメ・真鯛などなどで、思っていた以上の豊
かな食事をしていたことがうかがえます。この遺跡の丘
に立って四方を眺めていると、ここに暮らしていた縄文
人たちの、のどかなそして意外に豊かな日々の生活の
様子が目に浮かぶ思いがして楽しいものです。
　この他に訪ねた主な遺跡は、一時遂に邪馬台国発見
と騒がれた九州の「吉野ヶ里遺跡」、こここそ邪馬台国
と言われる奈良の「纏向遺跡」、旧石器時代の群馬県の
「岩宿遺跡」などなどです。
　こうした史跡・城めぐりは大半が一人旅です。
　なんの束縛も感じることなく自由気ままに行動できる、
好きなアルコールも誰からも咎められることもなく飲みた
いとき好きなだけ飲める。私にとってストレス解消の何よ
りの効果的手法だと思っています。
　まだまだ行きたいところは数々あるので体力・気力の
続く限り続けたいと考えています。

新説　邪馬臺国 会　員　　寺田　　鼎君新説　邪馬臺国 会　員　　寺田　　鼎君

会　員　　杉山　哲男君会　員　　杉山　哲男君

会員リレートーク

　天候に恵まれ、楽しくプレーできました。優勝は
藤田君、2位實石君、3位杉山（哲）君。ベスグロは杉
山（哲）君（89）です。ご参加された皆様お疲れ様でした。
参加者　杉山君、望月君、石川（三）君、大村君、能
見君、大熊君、實石君、森藤君、大友君、藤田君、
吉野君、山口君、村上君、杉山栄一様、森藤真以様、
村上ひろこ様

2016.9.10㈯ 於：新沼津カントリークラブ

沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催
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会　員　　杉山　哲男君会　員　　杉山　哲男君

会員リレートーク

　天候に恵まれ、楽しくプレーできました。優勝は
藤田君、2位實石君、3位杉山（哲）君。ベスグロは杉
山（哲）君（89）です。ご参加された皆様お疲れ様でした。
参加者　杉山君、望月君、石川（三）君、大村君、能
見君、大熊君、實石君、森藤君、大友君、藤田君、
吉野君、山口君、村上君、杉山栄一様、森藤真以様、
村上ひろこ様
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