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■司　　会　親睦　北澤　正浩
■開会点鐘　会長　安藤　公一
■出席報告

■本日の欠席者／東谷、中谷、田川、二宮
■オンライン出席者／福村、佐藤真吾
■他クラブ出席者
新川（地区）
■会長報告　　　　　　　　　　　安藤　公一
　先週 11 日、12 日と 2 日間に渡って開催さ
れた地区大会にご参加頂いた皆様お疲れ様でし
た。天候にも恵まれ、パシフィコ横浜の会議室
にいるにはもったいないような陽気でした。プ
ログラムには、財団ベネファクターとして、田
川さん、米山功労者マルチプルで、市川さん、
五十嵐さん、増田さん、兵藤さん、内田さん、
関口友宏さん、ガバナー表彰 35 年以上出席率
100％で関口友宏さん、長寿会員で関口友宏さ
ん、佐藤利明さん、内田さん、物故会員で兵藤
さん、二宮登さんのお名前がありました。表彰
を受けられた方々おめでとうございます。
　このところ秋らしい天候が続いていました
が、一昨日の雨を境に急に気温 10℃に満たな
い冷え込みが厳しくなってきました。新型コロ
ナの感染者数も日に日に増加してきており第 8
波に入ったかともいわれています。毎週繰り返

して申し上げていますが、新型コロナ・インフ
ルエンザも含め体調の管理に引き続き気を付け
ていきたいと思います。
　先週の皆既月食と天王星食が同時に起こった
のが 1580 年以来だったことは印象に残りまし
た。織田信長が生きていた頃のことです。あん
な赤黒い月を見たのは初めてのことでした。残
念ながら私の目では天皇星は確認できませんで
した。たまには夜空を眺めるのも悪くないなと
感じた瞬間でした。
　男子ゴルフでは約 3 年ぶりに石川遼選手が三
井住友 VISA 太平洋マスターズで優勝し、女子
ゴルフでは山下美夢有選手が優勝し最年少年間
女王となりました。一方。サッカーでは三浦カ
ズ選手が JFL の最年長ゴール記録を前週に続い
て再度書き換えました。サッカーワールドカッ
プが今月 20 日より中東のカタールで開催され
ます。日本選手の活躍に期待します。
　ラグビーは、イングランドとのテストマッチ
に完敗。来年秋にフランスで開催されるワール
ドカップまでにいい準備をする為の勉強になる
筈です。この試合の入場者数が 8 万人を越えて
いました。さすがラグビーの聖地トゥイッケナ
ムです。来週 23 日にはラグビー早慶戦が秩父
宮で開催されます。NHK でも放送があるので
応援宜しくお願いします。1922 年の第一回か
ら今年で 100 周年、途中戦時中で開催されな
かったので、99 回目となり、来年が記念すべ
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き 100 回目の対抗戦となります。
▷地区関係
１）財団奨学生の募集開始のお知らせがきまし
た。グローバル、地区共に応募期間は 10/31
～来年 1/23 となっています。
２）RLI パートⅢが 11 月 27 日㈰に開催される
という案内がきました。新川さんがご出席予定
です。
３）R 財団補助金管理セミナーが 12 月 8 日ソ
シア 21 で開催されます。
４）ローターアクト学友会行事の案内が来ま
した。難民問題を考えるというテーマで、日
本に来た難民の活躍機会を作り出す NPO 法人
WELgee 代表の渡部カンゴロンゴ清花（さやか）
さんの卓話です。
▷クラブ関係
５）来週 23 日は、勤労感謝の日のため休会と
なります。
■幹事報告　　　　　　　　　　　新川　　尚
１）理事会報告（最終頁参照）
■ロータリーの友紹介　　　　　新川　　尚
〇横組み
RI 会長メッセージ
今年の RI テーマについてとなっています。
会長以外の方のメッセージを掲載予定とのこと
です。
p. 7 ～
R 財団月間にちなんで、大規模プログラム補助
金の記事
冠名基金についての記事、最低＄ 25, 000 ～
p. 19 ～
メルボルン国際大会の紹介
p. 30 ～
バックナンバーでたどる「友」70 年
〇縦組み
p. 4 ～
SPEECH「人との出会い人とのつながり」
元 R 財団奨学生によるスピーチ。

「態度価値」という言葉が印象的でした。
p. 19
友愛の広場「独学の中国語で米山奨学生と歓談」
p. 20 ～
ロータリーアットワーク各クラブの様々な活動
■親睦委員会　　　　　　　　　北澤　正浩
　12 月 17 日 18 時より、クリスマス家族親睦

会を開催いたします。今回はご家族の参加人数
に制限をつけずに募集いたしますので是非とも
ご参加ください。
■ニコニコ BOX
安藤　公一／宋さん、本日の卓話宜しくお願い
します。地区大会御参加頂いた皆様、お疲れ様
でした。
新川　　尚／宋さん、本日の卓話宜しくお願い
します。
五十嵐　正／宋さんの卓話楽しみにしておりま
す。よろしくお願いいたします。
北澤　正浩／宋さん本日の卓話、楽しそうな内
容で期待しております。
市川　慎二／宋さん、卓話楽しみにしております。
岡田　　隆／宋さん、卓話楽しみにしております。
■卓話　　　　　　　　　　　　宋　謹衣

　皆さん、こんにちは。「魔法を使う」を言っ
たら、皆さまは、まず思いついたのは何でしょ
うか？
　実は、本日の卓話の内容は、四文字で「東京
結界」をまとまることができます。
　まず、「結界」というのは、仏語であり、簡
単に説明すると「法力で、ある区域を守ってい
る」という意味です。
　実には、「東京を護

まも

る鉄の結
けっかい

界」という都市
伝説があります。
　およそ 1,000 年前（935 年）、当時の日本は
ざっくり 4 つのエリアに分かれていました。
　まず、朝廷に従わない蝦

え み し

夷の「東北 )」、朝廷
に渋々従っていた「坂東」、朝廷の支配圏であ
る「畿内」、そして一応朝廷支配圏となってい
る「山陰 )・山陽・四国・九州」です。最後に
日本アルプスを中心に「東国」、「西国」と呼ん

魔法
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でいました。因みに、日本は他の国と違い、法
定の首都がない。基本的、天皇が定居する場所
は「首都」です。
　当日、京都にいた朱雀天皇（朝廷）の勢力が
比較的に弱い一方、支配している坂東に「租・
庸・調」という非常に重い税を課しました。そ
んな朝廷からの支配への最初の反抗といえるの
が、下総北部（現在の千葉県・茨城県）を本拠
地とした豪族平将門でした。
　平将門は元々廷に仕えるエリート武士でした
が、「我こそが東国の天皇だ！」と言い、 「新皇」 

（新しい天皇）を名乗り、朝廷から独立した国
を作ろうとしました。 将門は関東で勢力を大き
く拡大しましたが、朝廷が派遣した藤原秀郷と
いう武士と、平国香の息子である平貞盛によっ
て討ち取られ、戦いの最中に戦死しました。歴
史上に有名な「平将門の乱」も失敗に終わりま
した。
　将門の死後、その首は平安京の七条河原に運
ばれ、さらに（梟

きょうしゅ

首）という首の刑に。因みに、
この梟首という首の刑は、日本歴史上に初めて
現れ、最も重い刑罰だそうです。
　何か月経っても、生きているかのように、目
を見開いて腐、夜な夜な「斬られた私の胴体は
どこにあるのか。持って来い。首をつないでも
う一戦しよう」と叫び続けていたそうで、多く
の人たちが強い怨念を感じ、「将門の首が身体
を探すために、京都から関東・千葉へ飛んでい
た」という伝説がありました。
　「梟首」古代から近代初頭まで行われた，犯
人の斬首を公衆の前にさらす刑罰。 〈さらし首〉
ともいう。→日本の歴史上に初めて記録されて、
最も重い刑罰です。斬

ざんしゅけい

首刑。
　ところが、当日、将門の法力が少々足りない
為、千葉迄行けず、途中の東京大手町の辺りで、
首が落ちってしまいました。というのは、東京
都千代田区大手町にある、平将門の首を祀る塚
の由来です。また、平将門の首塚に強い怨念が
ある為、その後の日本政府が何度も移転しよう
としましたが、工事する度に必ず事故が起きる
為、諦めましたそうです。
　因みに、皆様、お気づきましたでしょうか。
こんなに強い怨念の平将門の首塚は、まさか皇
居の隣にあって、「首塚が移転できなかったら、
皇居を移転すればいいじゃないでしょうか」と

考える方がいらっしゃると思いますが、実は、
皇居の居場は「大変風水がいい場所」です。
　【600 年後】関東地区は、徳川 家康が統治し、
当時の東京が江戸と呼ばれ、非常に盛んでいま
した。徳川家康が　朝廷に反乱する意もあって、
実は将門を憧れました。特に、将門の怨念を利
用して魔方陣を作り、自分が統治している江戸
城を守ろうとし、七つの神社を建ちました。
　この七つの神社はまず、平将門公の鎧が眠る
という「鎧神社」（身体）です。それから、兜
が埋まると伝わる「兜神社」（頭）、体として祀
られる「神田明神」と、其の他の神社が合わせ
て 7 つ神社で、それぞれの場所を繋げていくと、
何とか「北斗七星」の図となりました。何故、「北
斗七星」かというと、平将門は妙

みょうけんぼさつ

見菩薩（北斗
七星）を崇めていましたから。徳川家康はこの
北斗七星という魔方陣で江戸城が約 300 年間を
守り続けたそうです。
　300 年後、日本も明治時代に入り、当時、天
皇は江戸城がこんなに発展しているのを見て、
江戸城へお住まい（御所）を移られました。先程、
お紹介したように、天皇の御所は「首都」であ
る為、その時点から、日本の「首都」は京都か
ら東京へ移りました。
　ところで、いくら江戸城は発展しているかと
言い、将門の怨念という反朝廷・反天皇の魔方
陣があることで、当時の明治天皇にとって、何
とか気に食わなかったです。そして、明治天皇
がもう一つの魔方陣を作り、将門の怨念を鎮圧
しようとしました。
　それは、新たに 5 つの霊園を建ち、正方形
の魔方陣を作りました。この正方形の魔方陣は
ちょうど北斗七星の魔方陣の真上でしたが、や
はり北斗七星の魔方陣の法力が強いし、300 年
も続けていた為、単にこの正方形の魔方陣を鎮
圧することが不可能の為、山手線を作りました。
　え～何故、山手線に関ってきたのでしょうか。
皆様、お気づきましたでしょうか？山手線は実
は「太極図」を元に設計された路線図です。真
ん中に中央線を通過して、その中央線は物事の

「陰と陽」の割れ目です。また、この太極図は
北斗七星の魔方陣の真上であり、北斗七星の頭

「兜神社」と体「鎧神社」を分断しました。これは、
武士の命脈を断つという意味です。
　ところで、山手線の工事が間もなく完了する
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とき、関東大地震が発生しました。多くの方が
「これは将門の怨念による自然災害で、太極の
魔方陣を妨害する為だ」と信じました。因みに、
今回の関東大震災で、正方形の魔方陣の築地本
願寺が破壊されました。当時の天皇はそれほど
気にしていなかったが、その後、二戦の時、ア
メリカ軍の戦闘機が全て築地本願寺の方面から
東京を攻撃し、東京全体を破壊しました。敗戦
後、日本天皇が築地本願寺を修復する工事を命
じました。実は、皇居の周辺に神社はそれぞれ

「金、木、水、火、土」を代表し、この五行が
皇居をずっと守っているそうです。
　話を戻りますが、山手線は太極図であり、太
極図に白の部分に黒い点があって、黒い部分に
白い点があります。黒い点は「陽之陰」又は「山
之手」と呼ばれ、この場所は聖霊（神がいる場

所であり）場所です。それに対して、白い点は
「陰之陽」と呼ばれ、「悪霊」が集まる場所です。
ここは関東地方で最も乱れ街の場所「新宿」で
す。いかがでしょうか。日本って、魔方陣や法
力の力を借って、国を統治するという、奇妙な
国だと思いませんか。


