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第35回例会

ございます。

４月のロータリー特別月間は「母子の健康月

間」です。2014年10月のＲＩ理事会で、この特

別月間が決定されましたが、母子の健康月間が新

設された経緯は３つあります。

①５歳未満の幼児ならびに妊婦の死亡率・罹患率

を削減させる

②母子に対して医療サービスを提供する

③保健従事者の研修や母子保健に関連した専門職

に対し支援する

といった３項目を重点目標としております。日本

人の平均寿命は世界一を誇っていますが、これは、

母子保健の充実により乳幼児、新生児の死亡率が

大きく低下したことが、寿命を延ばした要因の一

つといわれています。一方、途上国や紛争当事国

では、妊産婦、新生児の死亡率が極めて高く寿命

も短くなっています。国内の乳児死亡率のピー

クは1899年で、100人の乳幼児に対し19人が亡く

なっていましたが、現在では１人以下です。新生

児は100人に約８人が死亡、それが今では0.09％

と死亡率の低さは世界トップクラスです。その要

因として日本独自の取り組みである「母子健康手

帳」があります。この手帳は1948年に母子保健法

に基づき交付されました。特徴は妊産婦、新生児、

乳幼児に対して一貫して継続的なケアを行う点で、

この交付により死亡率が一段と低下しました。わ

が国の妊産婦の死亡率は、出生数10万人あたり

3.8人、新生児の死亡率は出生数1000人あたり

１人でありますが、世界に目を向けますと、今

なお、妊産婦の死亡率は、出産数10万人あたり

210人、そして新生児の死亡率は、出生数1000人

あたり20人と高い割合であります。妊産婦の死因

としては分娩時の出血多量・感染症・中絶による

合併症等がありますが、最近のＷＨＯの研究では、

途上国などでの妊産婦の死亡原因の25％はもとも

と罹患していた糖尿病、ＨＩＶ、マラリヤ、肥満
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点　　鐘　　倉井　章会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　石田会員

◇国歌「君が代」

◇ロータリーソング「四つのテスト」

　　　　※マスクを着用し、心の中で斉唱

ビジター紹介　　　　加藤会長エレクト

◇栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会

　　代表理事　宮本　誠様（卓話講師）

 
会長挨拶　　　　　　　　倉井　章会長

皆様、こんにちは。昨年７月に渡邉直前会長か

ら引き継ぎ、会長を仰せつかり９カ月が経ちまし

た。新型コロナの収束を信じ、一時は感染者数も

ゼロとなった日もありましたが、緊急事態宣言、

まん延防止等重点措置など、いろいろな制限があ

り、思うような活動が出来ておりません。残り３

か月となりましたが、最後まで会員の皆様のご協

力、ご支援を頂き、「笑顔と感謝の気持ちを忘れ

ずに、未来へつなぐ輪を広げて」の気持ちで、会

長職を全うしたいと思いますので、何とぞ宜しく

お願い致します。

先週の例会でお預かり致しましたウクライナ災

害救援基金ですが、25名の会員より197,800円の

寄付を頂きました。それぞれの会員名義で日本事

務局にお振込みをさせて頂きました。なお、今月

26日の例会まで受付を致します。

一昨日の３日（日）に、大人の休日ゴルフの協

力を頂きまして、親睦ゴルフ大会を宇都宮カンツ

リークラブで開催致しました。11組42名の多く

の会員に参加頂き、多少肌寒い一日でしたが満開

の桜のもと楽しい一日となりました。副幹事の中

山靖之会員が優勝をされました。誠におめでとう



などの病気が妊娠で悪化することにより、出産時

の多量出血に至って死亡するケースが多いようで

す。一方、新生児の死因としては、約８割が早産、

低体重、感染症、新生児仮死、出産時外傷です。

いずれも適切な医療サービスの提供・家族計画の

指導・疾病予防の啓発・栄養失調の予防といった

ケアに取り組むことにより、多くの命を救うこと

ができます。これらの、妊産婦や新生児の死亡を

減らすためにも、日本の「母子健康手帳」による

ケアは大変有用な手段と考えられています。そし

て近年、この手帳が、アジア、アフリカをはじめ

世界から注目されているようです。ロータリーは、

世界各地で、母子の健康を改善し、妊婦・乳幼児

の死亡率を減らすための活動と研修を支援してい

ます。そして私たちロータリアンは、水と衛生、

疾病予防、平和と紛争予防などの重点分野と一緒

に、母子の健康について考える必要があります。

本日はゲスト卓話です。栃木の武将藤原秀郷を

ヒーローにする会の代表理事をされております宮

本誠様に「歴史の掘り起こしで地域再生」につい

て卓話を頂きます。大変興味深いお話をお聞きで

きると思います。宮本様、宜しくお願い致します。

本日も最後まで宜しくお願い致します。

幹事報告 渡邊和裕幹事

◇ロータリーレート　４月は１ドル122円

◇本日18時30分～ホテルニューイタヤにて

　倉井年度新旧委員長引継ぎ会議開催

◇レターＢＯＸの冊子等、お持ち帰りを。

◇５月５日開催の宇都宮市内10ＲＣ親睦ゴルフ大

会に　エントリーの方は早急に事務局迄連絡を。

◇ウクライナへの支援金について　例会場受付に

て引続きお預かりしています。

委員会報告 　

◇親睦委員会　　　　　　　　　谷田部委員長

＜誕生祝い・４月＞　　　　

会員誕生　　

金田　　剛、中村　　明、鈴木　　明、

太城　敏之、山中　和弥、吉田　恭平

各会員

夫人誕生　　

羽石　光臣、長野　榮夫、笹沼　道正、

鳥居利一郎、薮下行　平、谷田部勝寬、

谷田　部修

各会員の奥様

◇スマイルボックス委員会　　　野添副委員長

谷田部修会員

４月３日の倉井年度親睦ゴルフ大会、多くの参

加者に恵まれ、満開の桜の下、無事に開催するこ

とができました。皆様、ありがとうございました。

「３分間スピーチ」

松山　栄会員

皆さん、こんにちは。本日は、「私のロータリー

活動の興味」と題しましてお話いたします。私が

興味を持っているのは、インフォメーション・テ

クノロジー、即ちＩＴ化の推進です。ＩＴ化と

は、情報を活用できる状態にすることを意味しま

す。因みに、今流行のＤＸとはデジタル・トラン

ス・フォーメーションの略で、人の歩幅で例える

と、何も考えずに歩くことを＝アナグロとすれば、

一歩の歩幅が何センチかを知ることがＩＴ化。そ

のデータを基にあの地点まで行くには何歩で行け

るかと数値化することがＤＸ化だと覚えてはいか

がでしょうか。

私が親睦委員長の時、過去の運営資料はすべて

がファイルに綴じられてあるだけでした。引き継

ぎの時は「これで来年、やってください。」とい

うものでした。デジタル化に移行すれば次年度へ

楽に繋げることができると、ＩＴ化を進めました。

その後、青少年奉仕委員会、ローターアクト委員

会の委員長になりましたので、運営もＩＴ化を実

施し、次年度の引き継ぎの時に活用していただい

ております。

もう一つ、私が皆さんに教えたいことがありま

す。高齢化が進む当クラブですが、現状の会費と

クラブ細則で、いつまで健全運営でやって行ける

のか不安を持っていました。そこで、2010 年か

ら 2020 年までの 10 年間の運営費をデジタル化し

たことで、国際ロータリーへの上納金の連続高騰

で、１～２年後には、当クラブ細則の弊害も加わ

り、働き盛りの入会者を今後増やさないと非常に

厳しいクラブ運営となる事が数値化できた事です。

これを是非とも頭の中に入れて、次年度、加藤年

度では、「明るく・楽しい・健全なクラブ運営を

目指して」努力していただくことを期待して、ス

ピーチを終了いたします。

※次回３分間スピーチは床井光雄会員
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卓　話

「鎌倉殿も崇めた！もったいない栃木の武将

『藤原秀郷』　歴史の掘り起こしで地域再生」

栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会

代表理事　宮本　誠様

皆さん、こんにちは。私の本業は印刷会社で、

宇都宮シニア通信という刊行物等も発行していま

す。最初の頃、当社で「栃木の武将藤原秀郷」に

ついての活動をしていましたが、拡大していきた

いと思い、会を発足いたしました。本日は、その

活動についてお話したいと思います。

－Ｚｏｏｍにて資料の共有・説明－

私が小学生低学年の頃「どうして栃木には武将

がいないんだろう？お城もないのだろう？」と

思っていました。宇都宮城はありますが、小さい

頃は、天守閣がないとお城とは思っていませんで

した。今知りますと、山城とかも一杯あるのです

が…。武将も、那須の与一はいましたが、他に有

名な武将がいないと思っていました。47 歳の時、

宇都宮の二荒山神社の「由緒書き」が気になりま

した。「御祭神は豊城入彦命」とはじめに書かれ

ており、途中に、平将門や藤原秀郷の名前が出て

きます。この時、一緒に活動している歴史好きの

ブラタモリのタモリさんのようなカメラマンから

「藤原秀郷は栃木の武将で、平将門の首をとった

んだよ。」という話を聞きました。「そんな凄い人

がいたの？」と思いました。歴史の勉強をしてい

たわけではなかったので、秀郷を知る前は自虐的

で「栃木には何もない、日光しかない」と言って

いました。いろいろ調べて、知れば知るほど「こ

んなに凄い武将がいたのではないか」と思い、「栃

木の歴史を知って、皆で栃木を宣伝できたらいい

なぁ。そうすれば、栃木のブランドアップ、栃木

は変われるのではないか。」と思った次第です。

では、藤原秀郷はどんな人だったのでしょう。

簡単に言いますと、藤原鎌足（中臣鎌足）の７世に

なります。曾祖父が下野国司として着任。国司と

いえば、知事のような立場になります。「村雄」

の息子として 890 年頃誕生しました。平安中期

です。あの平将門を倒すことになります。平将

門は関東各国の国司を追い出し、「新皇」を名乗

り、独立宣言をしたため、朝廷反乱軍となってし

まいます。「誰か将門の首をとってこい」という

ことになります。秀郷は二荒山神社で必勝祈願し

た時に、刀をいただいています。伝説では、その

刀で将門の首をとったと言われています。天皇家

が 126 代続いていますが、それは、秀郷の功とい

うことで、武士の頂点、鎮守府将軍ということで、

下野国と武蔵野国の国司を兼務して「従四位下」

になります。その後も氏族が５代にわたり鎮守府

将軍を務めます。歴史家の方からは「武士の始ま

り、武芸の開祖」と言われています。江戸時代頃

までは武士と言えば、藤原秀郷であり、名門ブラ

ンドでした。

加藤さんや佐藤さんなど「○藤さん」は秀郷の

子孫であると言われています。佐藤さんは、御所

を警備する左衛門尉の藤原氏で佐藤、内藤さんは

天皇の警護を行なう官職の内舎人で内藤と言われ

ています。藤原秀郷は日本一氏族の多い方とされ

ています。藤姓足利氏、佐野氏、小山氏、那須氏、

長沼氏（真岡）、皆川氏（栃木）、本名は皆、藤原氏

で秀郷の子孫になります。宇都宮家も本名は藤原

です。栃木県の基盤を作った礎は、ほぼ、秀郷の

子孫、藤原家になります。また、有名な奥州藤原氏、

平泉等も、秀郷の子孫ということになっています。

また、多くの伝説が残っています。御伽草紙の

物語では、藤原秀郷は「俵藤太」という言われ方

をしています。「近江の大百足退治」「宇都宮の百

目鬼退治」どちらも、将門を倒したという、秀郷

の強さを伝えるためのお伽噺とされています。江

戸時代までは大百足退治等、凄く沢山の絵が書か

れていました。70 歳以上の方に話を聞くと、武

将と言えば、「俵藤太」や「八幡太郎義家」と、

源平の頃の人が多かったです。最近は、ゲームな

どで、「俵藤太」が出てきたりします。ＮＨＫで

もおなじみの小和田哲男教授の書いた本の中では

「平成の「柱」藤原秀郷」としています。「武士

の始まりである」ということは、歴史家の人から

すれば、当たりまえの話のようになっているよう

です。

こちらは「鎌倉殿も憧れた栃木の武将、藤原秀

郷」を書いた相関図になります。頼朝には乳母が

３人いますが、皆、秀郷の直系です。その頃、秀

郷の関係者に育てさせるということは、ブランド

だったと思います。ＮＨＫの大河ドラマ「鎌倉殿

の 13 人」の中では、13 人と言われる中に、３人

の秀郷の親戚、直系がおります。今度、宇都宮氏

の八田知家が出てくると思いますが、やはり直系

です。もしかしたら、那須の与一も出てくるかも

しれませんが、与一も秀郷の子孫です。「鎌倉殿」

の中でもっと秀郷の存在も話して貰えたらと思い



の魅力度向上に貢献する事を目指します。」です。

顧問である法政大学大学院の増淵教授にいろいろ

指導していただいています。個人会員、特別協賛

会員を募集しております。よろしくお願い致しま

す。また、本日は、ポスターもお持ちいたしまし

たので、お持ちください。

※詳しく知りたい方、ご入会の申込みは

　板東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/

　より検索ください。

ます。この番組が始まってから、「板東武士図鑑」

という私どもが作っているホームページがあるの

ですが、10 倍位アクセス数が増え、サイトとし

ても盛り上がってきました。

藤原秀郷の活動は、『ＳＤＧｓ活動』にしてい

ます。「質の高い教育をみんなに、子どもたちに

教えてあげる」「持続可能な観光業の促進」「観光

業に対し持続可能な開発」と教育、企業、行政と

連携して栃木県のブランドアップをしていきたい

と思っています。子どもたちに、栃木県にもこう

いう武将がいたことを、語り継がなければいけな

いと思っています。「子どもたちが誇りに思える

栃木県にしたい」という思いでセミナー等も開催

しております。

会の目的は「武士の始まり、武芸の開祖と多く

の武将から尊敬され、伝説も多く残る栃木の武将、

「藤原秀郷」と中世下野国の礎を形成した「藤原

北家秀郷流」氏族のブランド再構築活動を通して、

栃木県民のシビックプライドを醸成し、栃木県
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