
- 1 -

★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 守屋 紀忠 会長エレクト 片野 一雄 幹 事 原 千明

（晴）№８第２２９４回 例会 平成２６年８月２８日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：手の手つないで

・９月４日：原 卓さん、理事会・９月11日：大藤 勉さん・9月18日：夜間例会、新会員歓迎会◇プログラム

小林、宮澤、石山、原卓◇出席報告 ◇欠席者(6名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

19(17) 11 64.71％ － － 鈴木、太田さん２２９４回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２２９２回 19(17) 12 70.59％ － －

出席報告：井上浩吉さん

一言： 井上浩吉さん◇

大磯の歴史=海水浴

松本順が場の宣伝：

大磯海水浴場を開設

し、その宣伝に歌舞伎

役者を使った話です。

お正月に歌舞伎では

大磯の曾我兄弟と「虎

御前｣の歌舞伎を上演し

ます。これは河竹黙阿弥の作で｢寿曽我の対面｣とい

う。工藤祐経に曾我兄弟が会って、何れお前達に討

たれてやるという物語です。それからアレンジして、

同じ河竹黙阿弥が松本順に頼まれまして、｢名大磯

湯場の対面｣という歌舞伎を創らせました。これを

五代目菊五郎が上演し、これが大評判を呼びました。

この時「虎」はなんと新橋の芸者として出て来ます。

この芝居は新富座で開演され、この時にお客さんを

集めるために大磯のお土産はないかと言う事でお饅

頭を持って行った。これが虎子饅頭と言い、今もあ

ります。当時はさぬき屋というお饅頭屋さんが作っ

ていたお饅頭を持って行ったんですが、一軒では間

に合わない。それでもう２軒=新杵とみつびき屋が

虎子饅頭を作りました。現在もそのお饅頭を三軒が

虎子饅頭として売っています。相当松本順が苦労し

たというお話です。

：◇大藤ＳＡＡ

今日の食事は「牛肉あん

かけチャーハン」です。

◇会長報告

守屋 紀忠会長

ここ数日は雨で温度が下

がり、涼しくなって過ごし

易くなりましたが、9月に

なれば又暑くなると言う長

期予報ですので油断なくお

過ごして下さい。

9月25日、加藤ガバナー

補佐訪問、10月9日渡辺ガバナー公式訪問がありま

すので、宜しくお願いします。時間・スケジュール

は近くなってから詳しくお知らせします。始まる時

間は同じですが、終わりは少し伸びます。
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◇幹事報告 原 千明幹事

ロータリーは自分の職業を

しっかりやりなさいと言う

のが基本ですが、涼しくな

って商売あがったりです！

(笑)

１．回覧：

・9月のロータリーレート

は1ドル=102円

・広報誌ロータリー世界と日本（広報紙）

・ロータリーあなたも新しい風に（広報紙）

・週報：茅ヶ崎、寒川、小諸ＲＣ

・クラブ計画書：小諸ＲＣ

２．9/18日は夜間例会=田中会員歓迎会

３．東京江東ＲＣより依頼のアンケートはクラブを

代表して私から回答します。

４．欠席連絡は前日の昼までに事務局までお願いし

ます。

５．是非例会出席をお願いします！

◇委員会報告

☆スマイルボックス 笹尾 政儀さん

片野さん、・守屋 紀忠さん：

卓話よろしくお願いします。

片野さん本・河本 親秀さん：

日の卓話、無理を言ってすみま

せん。楽しみにしています。

片野さん・百瀬 恵美子さん：

卓話楽しみです。

：☆河本親秀さん

1.今日お配りした会報は､

最近導入されたリコーの複

合コピー機のプリンターを

使ってプリントしたもので､

昨日私と手塚さんでチャレ

ンジし、綺麗に印刷できま

した。今後はこのプリンタ

ーで会報印刷します。

2.財団グローバル奨学生の

高谷さんは､ホストクラブ

・カウンセラーのグラハム氏のお世話でロンドンに

適当(家賃・安全性など)な住居が見つかり、9月の1

0日頃にロンドンに出発されます。

３.本日配布のロータリーの友9月号掲載記事から：

１）横組み28-29頁にエバンストンでジャパンデー

開催(2014年4月10日)とあって、日本のアーチ・ク

ランフ・ソサエティ（累計寄付25,000,000ドル以

上）のメンバー(総勢26人)のために開催されました。

この日参加した平塚西ＲＣの伊藤延雄さんの文章が

掲載されています。

２）同33頁に「被災児施設に支援」と題していわき

鹿島ＲＣが我が第8グループのＩＭで会場から献金

された資金を基に福島地区復興補助金を利用して、

震災被災児支援施設・チャイルドハウスふくまるに

対しベビー・ベッドや事務備品を贈呈した記事が出

ています。

☆新宅文雄2013/14ＩＭ実行委員長：

2月１日のＩＭの時には大

変お世話になり有り難うご

ざいました。今日やっと次

年度への引き継ぎが出来る

事になりました。=報告書回

覧=この報告書にまとめまし

た。最後の締めの数字です

が、前年度から引き継いだ

繰越金額319,743円に少しプラスの333,268円をお引

き渡しできる事になりました。色々な方に色々な場

面でお力添え頂きまして､やっとここで肩の荷が下

りました。会計監査も今日会場で行います。有り難

うございました。

会場から;どうもご苦労様でした。

つぶやき： 齋藤正淳さん◇

医療費の西高

東低のわけ：

2~3日前の新

聞で各都府県別

の医療費が公開

されました。第

1位は何処でし

ょう？=使った医療費をその都府県の人口で割りま

す=男の長寿は長野県が1位です。女性は沖縄でした

がそれが崩れて長野県が1位になりました。しかし

医療費は高くない。1位は何と高知県です。高知県

ではそんなに高度医療はやっていない。それは入院

費が高いから。不便なところでは患者さんが病院に

通うのが大変なので直ぐ入院したがる。嘗てはトッ

プは北海道でした。冬の間､雪の間だけ預かって欲

しい。医者の方も病院が炭鉱閉鎖で空いているのだ

から預かりましょうというのでトップになった。そ
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れが今回は高知県になった。

関西に残る注射信仰

面白い事に、1番から18番まで全部西日本です。

関東が入るのは19番目と言う程開きがある。1番ビ

リと１番トップの県と比較すると1.7倍。1番低いの

は千葉県で高知県はその1.7倍ある。昔から医者用

語で西高東低、西の方が医療費は高くて東が低い。

西の患者は注射が好きで、関東は嫌がる。高度な医

療をすると医療費単価は高くなりますが、実際は高

度医療をする方が医療費は少ない。実際のところ医

療は風邪引きなどが多く。その濃厚治療をする事で

医療費が上がる。我々が子供の頃風邪を引いて医者

に行くと、貰う薬は先ず咳止め、うがい薬、咳止め

の水薬それと散薬を貰いました。ところが戦後ペニ

シリンが普及してから､子供にペニシリンを打って

くれと言うお母さんが多くなった。そして直ぐ注射

を打つ、そしてそういう先生のところへ患者が集ま

る傾向があった。これは昭和20年代の傾向でした。

ところがペニシリンを太腿に打ったり、お尻に打っ

たりするとそこに神経／筋肉麻痺が起こる事が長野

県で発見され､東日本ではバタバタバタと打たなく

なりました。お母さんが注射はいりませんと言う。

ところが西日本では注射に対する信仰が後々まで残

った。

今でも見ていると東日本のお年寄りは診察の上で

あなたの病気は只の風邪ですから家に帰って栄養の

良いものを食べて､水分を十分摂って、温かくして

お休みなさいと言うとそれだけで帰って行く人がい

るんです。ところが西日本では絶対そんな人はいま

せん。医者に行ったら何か貰って帰えらにゃ！水薬

と飲み薬と抗生物質を飲んで､黙ってベットに寝て

手を出す。要するに注射を打てと言うこと。西日本

の先生方には東の学校を出た先生は沢山おられます

が､学校で習った医療を施すだけでは「お国」では

流行らない。西向きの先生のやり方でないと流行ら

ない。だから東京で幾ら習って帰っても、皆そうな

ってしまう。

西日本の薬の量は東日本の倍

薬の使用量が関東と関西では倍違います。これは

医学的なものでなくてその地方の信仰度=注射を打

って貰わないと気が済まない=

関東の先生が言うようにして何もしないとあの先生

はケチだ！アホだ！それで本当に患者が来なくなっ

てしまう。今もその傾向が出ていて18位までが西日

本と言う事に。

政治的歴史も関係

もう一つ影響があるのは、福岡、兵庫、大阪、京

都､名古屋（愛知県）これらが医療費が多かった。

これは戦後社会党の首長が出たから＝医者の診察に

甘い､沢山医療費を出す先生を認めていて、医師会

と提携してやっていた。それが今も影響を残してい

る。特に京都はひどかった。蜷川さんという知事。

五選されて、医師会を牛耳っていた。左翼系の病院

が沢山あり、それを認めていた。

発表された医療費の西高東低について、新聞はそ

ういう事は書きませんが、そういう事を頭に入れて

みると面白いでしょう。

◇卓話

日本史上最大のクラブ◆◇◆

◆◇◆ー１千万人を超える大日本婦人会ー

片野 一雄さん

急に涼しくなって逆に疲れが出て困っています。

血圧と脊柱間狭窄症の二病息災で頑張ります。石山

さんのピンチヒッターでやらせて頂きます。

今の大磯の陽気で私の一番好きなのは夏の喧騒が

終わって、初秋、中秋に入る時期です。この８月22

日に藤村忌がありました。私は小学校6年生の時、

クラス全員で藤村忌に出席した覚えがあります。藤

村は｢涼しい風だね」と言って亡くなったと。そし

て丁度そのような日にお葬式をやったと言う記憶が

残っています。大磯は海で栄えてきた町ですが、海

のシーズンが終わった後がまた大磯らいしいんじゃ

ないかと感じます。これから涼風が吹き始めるので、

そういう大磯を楽しみたいと思っています。

愛国婦人会

今私の一番の趣味として昭和史を研究しています。
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そういう趣味のクラブに入っていて昨日も藤沢に行

きメンバーと話し合い､レポートを出し合いました。

昭和の中で今まで一番メンバー数が大きいクラブ

は何であったかご存じですか？

（ ：大政翼賛会ではないか？）齋藤Dr.

私の調べたところでは戦時中一番でかかったクラ

ブは割烹着を着た女性クラブ=愛国婦人会です。

（当時、国防婦人会、大日本婦人会があった）1千

万人以上いた。明治34年西暦1901年に創られた。尊

皇攘夷に貢献された方= と言う女性、義奥村五百子

和団事件の乱の時の傷病兵の看護をするために組織

した。看護婦さんの形でスタートしたんじゃないか

と思われます。割烹着と言うのがテーマになってい

て、そういう軍人さんを看護するクラブという感覚

はなかったんです。

太平洋戦争中の婦人会

私が幼稚園児の頃、家に帰ってきたら割烹着を着

たおばさん達がいて、兵隊さんに贈る慰問袋を作っ

ていた。そして小学生の子らに絵を描いてくれとか

手紙を書いてくれとか要請していまして＝私なんか

もそれに連れて書いていました。その手紙に対して

兵隊さんから返事が来て、文通が続いていた学友が

結構いました＝私は面白い組織だなと感じていまし

た。

戦争の当初は楽しい思い出として残って行くんで

すが、こういう運動が昭和15年16年頃になると、大

変シビアになり、そう言うお楽しみ的な援助よりも

防空訓練や出征兵士を送る為の動員とか英霊が帰っ

た時にお迎えする行為とか、する事が広がってきま

した。銃後を守る、軍部に言わせれば総力戦だから

一億みんなが戦争に協力しなければならないという

大号令を掛けて皆が進んで行った。

明治37/38年日露戦争が終わっても、この愛国婦

人会の活動は続いて行った。それは戦後の不況下で

遺族や夫人に対して経済援助=

内職の紹介、福祉関係の行動、奉仕の理想的な活動

を行うようになって行った。その総裁に皇族の奥様

方､役員に華族の奥方を並べてエリート団体のイメ

ージを創って行った。そして田舎の方の旦那とか村

長とか町内会長の奥様方が参加して行く現象が起こ

っていった。地方に支部の網を拡げ、中央集権の体

勢をとって日本全国に広がって行った。

大日本国防婦人会

関西から火の手が上がって、大阪の安田せいと言

う方が昭和7年1932年にこれに対抗して大日本国防

婦人会が軍部の後押しにより設立しました。この会

長には寺内元帥の奥様が就任された。愛国婦人会は

白い割烹着で、紫の襷。国防婦人会は真っ白なだけ

の割烹着出対抗していました。兵隊さんを見送る時

には二組に分かれて旗を振っていたと言われます。

大日本婦人連合会

この二つが大きくなってきましたが、もう一つ大

日本婦人連合会というのが出来ました。そしてこれ

らが競争し始めたので、軍部の偉い方がこれでは将

来どうなることか憂慮して､これらを統合して一つ

の大きな組織に持って行った方が良いのではないか

と言うことになって、昭和17年、シンガポール攻撃

の日を選んで合体しました。これが「大日本婦人

会」になりました。戦後「主婦連」というのがあり

ましたがそれを上回る1千万余の人が参加したそう

です。

白い割烹着こそが兵隊の憧れ

その主な活動は在郷軍人を支援すること、愛国貯

金運動、千人針、慰問袋を送る運動をすることでし

た。聞くところによると兵隊さん達は白い割烹着に

憧れていた=今の人達がＡＫＢ４８に対して憧れる

ように=そのような女性に囲まれることが非常に良

い気持ちになる。

この割烹着は白いままであって欲しかった訳です

が軍事上、白は敵に一番発見される色だというので、

国防色、所謂カーキ色に変えて欲しいと言う事で、

終戦直前には国防色になったとのことです。

田中絹代が主演した「陸軍」（木下圭介監督）と

いう戦時中の映画があります。田中絹代扮するお母

さんが出陣する息子の後を真っ白な割烹着を着て追

って行くシーンが長く続きます。これは白い割烹着

が兵隊さんの憧れであったことを示しているものと

見ます。

８月は終戦の月で、色々思いを致す時ですが、私

達は最年少戦争協力者として戦争を見てきた者です

が、兵隊さん達の思いはやはり白い割烹着の中で平

穏な家庭の生活の幸せを望んでいたと思います。

以上


