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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 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

 

（松村会長） 

 中古住宅の売買をめ

ぐるトラブルが全国規

模で見ますとかなりあ

るそうです。公益財団

法人の住宅リフォー

ム・紛争処理支援セン

ターには、2014年度に

新築も含めて1万6千件

を超える相談が寄せら

れました。中古住宅を

購入し入居後に不具合や欠陥が見つかることが有るで

あろうことは、容易に想像がつきます。そんな時売主

に責任を求められるかどうか、となるとなかなか解決

しないことも予測がつきます。 

 日本国内の住宅販売に占める中古住宅の割合は１割

ほどです。空き家の増加にもつながっています。欧米

では住宅診断が普及して中古住宅の割合が７～９割を

占めるそうです。国土交通省は安心して中古住宅を買

えるしくみをつくろうと、販売前に住宅診断を促す法

律改正を行いました。 

 「住宅診断」とは中古住宅を安心して買えるよう

に、住宅の傷み具合を専門家が調べるものです。診断

費は基本的に売り手の負担になりますが、国土交通省

は「診断していない物件は売りにくくなる」と、住宅

診断が品質保証のツールになるとして普及すると期待

しています。 

 一方で、診断費を販売価格に上乗せせざるを得ない

ため、不動産業界側では、安さに重きを置く人は、診

断の有無など気にしない消費者もいるとの見方もあり

ます。国土交通省は当初、診断そのものを義務づける

ことを検討しましたが、負担増を心配する業界の意向

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：中元委員 

前回の報告（第２８０５例会） 

平成２８年１１月１７日(木）  

（松村会長） 

 

（井上親睦活動委員長） 

ゲスト：大形 徹 様  

 （大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 教授） 

    董 涛 君（米山奨学生） 

ビジター：山本 佳弘 君 

 （米山学友小委員会委員長田辺はまゆうRC） 

 

 

 

 

 

ゲスト･ビジターの紹介 

  平成２８年１１月２４日 第２８０６回 

・外部卓話：成川 暢彦 氏 (桜ヶ丘病院 院長） 

   「認知症について」 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成２８年１２月１日 第２８０７回 

・会員卓話：上野山栄作君 

  「私のまちづくり」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開 催 日 

２８０５ Nｏ． 

米山奨学金授与 

会長の時間  

11月分の米山奨学金が松村会長から董涛君に授与

されました。 



２ 

ロータリー財団月間 

を受けて見送られました。 

 この秋には、さらに良質な中古住宅の流通を促進

するために４０歳未満の人が建築士による住宅診断

を受けた建物を購入する場合、住宅診断にかかる費

用の大半を補助する法律も出来ました。また、中古

住宅のエコリフォームや耐震補強工事についても一

定額補助を受けられるようになりました。私たち宅

建業者は職業奉仕を行う機会が増えると期待してい

ます。 

 

 

（橋爪(誠)幹事） 

1.福井ガバナーより、先週の公式訪問の御礼 

2.第５回定例理事会の報告 

 ①11月・12月の例会プログラムについて（承認） 

 ②10月試算表について （承認） 

 ③豊澤ガバナーエレクト時のPETS・地区研修登録 

  料について 

  今後地区の方針に従う 

 ④文成中学校と中国米山奨学生との交流事業計画 

  について  （承認） 

 ⑤第７回定例理事会(１月)の開催日について 

  新年例会の１時間前に開催する（1月12日） 

 ⑥新年例会プログラムについて （承認） 

 ⑦年間プログラム変更の確認 

   2月23日 ロータリー創立記念夜間例会実施 

   3月後期IDM 

   5月14日 地区研修・協議会    

 ⑧次年度地区役員派遣について 

  嶋田(崇)君、上野山(栄)君の地区委員派遣依頼                                                  

                   （承認） 

3.他クラブ例会変更 （後方掲示） 

 

  

 

（中元R広報委員） 

ロータリーの友誌１１月号 

☆ヨコ組み 

・P3  RI会長メッセージ アーチ C.クランフの革  

   新 

・P24-P25  よねやまだより「パパと一緒に進んだ

道 米山学友 バャンバット・トゥメンデルゲ

ルさん（出身：モンゴル）」 

 

☆タテ組み 

・P4-P8 「オープン・マインドを現代に活かす 小

泉八雲から考える」 島根県立大学短期大学教

授・小泉八雲記念館館長・焼津小泉八雲記念館

名誉館長 小泉 凡 氏 

・P18 卓話の泉 (有田ＲＣ）「日本DMATの活動」 

南和歌山医療センター院長 中井國雄 氏 

 

 

 

 

 

 

＊米山奨学委員会（嶋田(ひ)君） 

 橋本君より多額の特別寄付をいただきました。 

 

＊R広報委員会（上野山(栄)委員長） 

 11月のガバナーメッセージを配布しています。 

 
 

 

（嶋田(ひ)例会運営委員） 

本日の会員数２６名 

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数２０名 

   （出席規定免除会員８名） 

      ７６．９２％ 

10/27    ８８．４６％ 

MU：成川(守)君、橋本君、上野山(栄)君、成戸君 

  嶋田(ひ)君 

 
 

 

（上野山(捷)ＳＡＡ） 

松村君：大形教授、有田ロータリークラブへようこ

そお越し下さいました。卓話よろしくお願いしま

す。大好きなお金にまつわるお話、楽しみにして

います。宮井清明様、長い間、商工会議所会頭

職、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

橋爪(誠)君：大形教授、遠いところをお越し頂き本

当にありがとうございます。本日の卓話よろしく

お願いいたします。 

山本佳弘君(田辺はまゆうRC)：宜しくお願いしま

す。 

嶋田(崇)君：大形教授、遠いところ有難うございま

す。 

中元君：大形教授、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

上野山(英)君：大阪府大 大形教授、本日卓話よろ

しくお願いします。 

成川(守)君：大形教授、ようこそ有田RCへ。本日、

早退させていただきます。 

井上君：大形先生、よろしくお願いします。 

橋爪(正)君：大形先生、本日は遠い所お越し下さい

ましてありがとうございます。 

酒井君：大形徹様、本日は有田ロータリークラブへ

ようこそお越し下さいました。卓話よろしくお願

いいたします。 

嶋田(ひ)君：誕生日のお花をありがとうございまし

た。私の家族は11月生まれが多く皆元気で誕生日

を迎えられそうで、うれしいことです。 

上野山(栄)君：大形教授、山本委員長、ようこそ有

田RCへお越し下さいました。 

橋本君：大形教授、本日は遠方から有田RCに来てい

ただきありがとうございます。上野山英樹さん、

本日は大変お世話になりありがとうございまし

た。 

ロータリー友誌  

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



上野山(捷)君：大形教授、ようこそ有田RCへお越し

下さいました。ありがとうございます。 

 

 

 
 

「中国のお金の起源となる 

         タカラガイについて」 
   

   財・貨・資などの貝のつく文字の「貝」とは

「タカラガイ」のことである。この貝は「子安貝」

と呼ばれた。この貝は妊産婦が出産のときに握りし

めるとよいとされている。それは貝の裏側のギザギ

ザの形状が、女性の嬰児を出産するその部分に似て

いるという原始的な感覚に由来する。そのため、安

産のお守りとしたのである。一方、埋葬の際にも墓

にタカラガイが副葬された。これはあの世に再生す

るための護符のような役割を果たしたのであろう。

さらにタカラガイは辟邪（魔除け）にも用いられ

た。悪霊に魅入られないための防禦にもちいたので

ある。悪霊が人を睨みつけようとしたとき、その近

くにタカラガイがあれば、ついつい、そちらの方を

見てしまい、悪霊の眼（邪眼・悪眼）をそらすこと

ができるとされた。悪霊は男なのだろう。そのこと

を和歌山の誇る大学者、南方熊楠が軽妙に指摘して

いる。ニューギニアの未開民族は、タカラガイを髪

に編みこんだりしている。魔除けのために身につけ

るアクセサリーになったのである。このアクセサ

リーは魔除けの効果があることから価値を持ち、他

のものと交換することができた。このことから、お

金となっていくのである。かつてのアフリカでは、

金の指輪と交換できるほどの価値があった。中国の

雲南省は、海から遠く離れているが、タカラガイを

入れるための青銅製の精巧な貯貝器が作られてい

た。タカラガイは、その形状を模した金属貨幣がつ

くられるようになり、それはやがて穴あき銭にとっ

てかわられる。 

 日本のはじめての貨幣としてかつて知られていた

「和同開珎」は「わどうかいちん」と読むか「わど

うかいほう」と読むかが議論されていた。この銭は

唐の「開元通寳」をモデルとしている。「開」の文

字は、門がまえが特殊な字形に作られているが、

「和同開珎」の「開」を「開元通寳」の「開」に重

ね合わせると、ぴったりあわさるのである。「開元

通寳」は文字をまず上下に読み、そのあと左右に読

んでいる。「和同開珎」をその順に読むと、「和開

同珎」となり、和（≒倭≒日本）が作った同（銅）

の珎（寳≒お金）という意味にとることができる。

そのことを指摘したのも南方熊楠である。東アジア

の国々で、国名や年号を入れた貨幣を作る例が多

い。これは新しい国ができれば、その国独自の貨幣

を作るべきだという理念にもとづいている。「和同

開珎」（和銅（≒和同）の年にはじめて作ったお金

（寳≒珎））と読めば、年号が入り、「和開同珎」

と読めば、和（≒倭≒日本）という国名が入る。あ

えて、その両様に読めるように作ったと考えてみた

い。 

  

３ 

ロータリー財団月間 

   １２月のプログラム 

1２/１(木) 
会員卓話 上野山 栄作 君 

「私のまちづくり」 

1２/８(木) 年次総会 

1２/1５(木) 

外部卓話 加藤 智美 氏 

     （有田警察署長） 

「高齢運転車の運転免許につい

て」 

1２/２２(木) 
前期活動報告の発表 

ＳＡＡ・五大奉仕部門委員長 

１２/29(木) 休 会 

閉会・点鐘 （松村会長） 

 卓 話 

２０１６ -１７年度は

「ロータリー財団創立

１００周年」です。 

 

大阪府立大学 

人間社会システム科

学研究所 

 

大形 徹 教授 

卓話ではタカラガイと開元通寳の実物

を回覧していただきました。 


