
２０１４年 ８月２０日　第２１６３回例会　VOL. ４６　No. ７

■司　　会　副 SAA  二宮麻理子

■開会点鐘　会　長　増田嘉一郎

■斉　　唱　手に手つないで　　　
　　　ＳＬ　市川　慎二
■出席報告

■本日の欠席者
齋藤善孝、桜田裕子

■皆出席者表彰

関口　友宏会員　　　40 年

鈴木　茂之会員　　　１年

田川　富男会員　　　３年

二宮麻理子会員　　　１年

本日の出席数    31 名会  員  数 　 　  36 名

本日の出席率　93.93％ 修正出席率   　100％
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■会長報告
１）今から 30 年位前迄は、関東では新暦で７

月に、故郷で祖先の霊を祀るということで盆

休みをとっていたという記憶ですが、最近で

は関東でも８月の旧盆に帰省のために休みを

とるという習慣が定着したようです。旧盆の

時に仕事をすると、電車はすいているのです

が、食堂が休みのため昼食をとるのに苦労し

ます。私は丁度台風 11 号が来た時に、小中学

生と山中湖でキャンプをしていました。幸い

林の中のため風の影響は大したことがなかっ

たのですが、降り続く豪雨の中、元気に活動

する子ども達と一緒に老骨にむちを打って頑

張ってきました。何十年ぶりかで経験するキャ

ンプでの豪雨であり、雨の中でのキャンプ生

活は、子ども達の野営技術を向上させ、そし

て彼らに仲間とのチームワークの重要性を教

えてくれたのです。

２）８月 23 日は二十四節気の一つ、処暑にな

ります。処暑とは、暑さが和らぐという意味

です。厳しい暑さが峠を越し、朝夕は涼風が

吹き始め、山間部では早朝に白い露が降り始

め秋の気配を感じさせるとのことです。

　しかし現実には暑い日が続いています。で

も、穀物が実り始める頃です。農家の人達に

とっては、最後のひと踏んばりの時期です。

収穫を神々に感謝する秋祭りも始まります。

「ロータリーに輝きを」

2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン　　RI.D2590ガバナー／大野  清一　　横浜旭RC会長／増田嘉一郎
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ただし、夏バテや食中毒にかかりやすい時期

でもありますので、まだまだ健康には注意が

必要です。

３）７月に始まった今年度も、年度始め諸行

事を終え、さらに８月６日のガバナー公式訪

問も無事終えました。まずは第１の山場を乗

り越えたということだろうと思います。

　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉

仕の四大奉仕委員会とその関連委員会は、い

よいよ本格的な活動に入ります。私も委員の

一人として、皆様と共に、当初計画に基づいて、

しっかりと委員会活動に取り組んできたいと

思います。

　当クラブとしての次の山場は、10 月 19 日

の旭区民祭りになります。既に関連委員会の

準備も始まっておりますが、今年度はロータ

リーデーとして、横浜商大高校インターアク

トクラブの学生や鶴峰ロータリークラブ出身

のプロバスクラブの人達と共に、地域にロー

タリークラブをアピールしていきたいと思い

ます。皆様のご協力をお願い致します。

■幹事報告                                             漆原恵利子

１）８月６日に行われた理事会の報告につい

ては、週報先週号に掲載されていますので、

ご確認ください。

２）８月 19 日に発信された持ち回り理事 ･ 役

員会において、矢田昭一さんから提出された

出席免除申請については、その要件を満たし

ておりますので、本日付で承認といたします。

３）本日の例会終了後、クラブ細則検討ワー

キンググループ会合予定ですので、関係者の

出席よろしくお願いします。

４）最後に、太田幸治さんから、会員全員に

お土産をいただきました。ありがとうござい

ます。

■「旭ふれあい区民祭り協賛の件」
　　　          　旭区総務部地域振興課

　　　　          地域活動係長　森 香里様

　上記件につき、プログラム広告３万円を協

賛致します。なお、広告の文言としては、「地

域のために活動しています。共に活動する仲

間を歓迎します。」でお願いします。

■職業奉仕委員会　　　　　　　  田川　富男

　委員会よりお願いがございます。恒例の旭

高校での職業講話をして頂きたく、下記の内

容にて募集をさせて頂きます。

　職業講話の内容としまして、旭高校の生徒

さんが将来職業を選択しようと考えた時、今

回の講話が、考えのヒントになるような内容

の話が出来ればよいと思います。話の内容は

制約なし、自由に生徒さんに伝授して下さい。

日時　10 月９日㈭　午後１時集合

場所　県立旭高校　旭区下川井 2247 番地

募集人数　８名前後の予定

■親睦委員会　　　　　　        　  市川　慎二

　今期最初の情報集会のグループを決めさせ

て頂きました。尚、開催日、場所につきまし

ては、各リーダーが決定し、各メンバーにそ

の旨お知らせを、お願い致します。

○情報集会開催について議題

１）親睦活動について

 ( 親睦・退会防止・会員増強のために )

① 40 代会員のための親睦活動

②女性会員のための親睦活動

③ 80 代会員のための親睦活動

２）商大高校インターアクトクラブ (IAC) の

提唱クラブとして

( 会員が IAC の提唱クラブであることの共通

意識をもつために )

①活動資金 ( 現在、学校が受取りを禁止 ) や

バザー提供品 ( 現在、売上は文化祭実行委員

会に入る ) のほかに、積極的支援策があるか。

②交流・親睦に力を入れるとしたら、具体的

にどのような方法がかんがえられるか。

③ IAC は今年、創立 50 周年を迎える。記念行

事として当クラブがなし得るプログラムがあ

るか。

A）グループ (◎リーダー )　　◎内田　　敏

　吉野　寧訓　今野　丁三　五十嵐　正

　漆原恵利子　杉山　雅彦　佐藤　真吾

b）グループ　　　　　　　　◎関口　友宏

　岡田　清七　黒瀬　一敏　安藤　公一

　鈴木　茂之　後藤　英則　桜田　裕子

　市川　慎二

C）グループ　　　　　　　　　◎兵藤　哲夫

　吉原　則光　千葉　和裕　増田嘉一郎

　田川　富男　二宮麻理子

d）グループ　　　　　　　　　◎二宮　　登



　今年３月に行われた横浜で開かれた Im や

　タイチェンマイ原田さんのことが掲載され

　ております。

16 頁

　ようこそ！アボリジニーの大地へ

　シドニー交際大会の様子の掲載。

32 頁

　「よねやまだより」ロータリー米山記念奨学

　事業の基礎知識前篇の基本情報

○縦組み

４頁

　2013 年 12 月、

　2830 地区 Im の基調講演の要旨

９頁

　「わがまち・そしてロータリー」

　長崎県佐世保市の商店街の活気の秘密

21 頁

　「ロータリー柳壇」に吉原会員の投稿掲載。

　　無人駅　何故か鴉が　よくとまる

　今回、ロータリーの友を隅々まで読ませて

頂きましたが、世界中や日本各地のロータリー

の活動を知る事が出来、大変勉強になりまし

た。皆様にも引き続きロータリーの友のご愛

読をお願い致します

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

増田嘉一郎／①まだまだ暑い日が続いていま

す。健康にご留意下さい。②今野さん、卓話

楽しみにしています。

漆原恵利子／①毎日暑い。本当に暑い。めげ

ずに頑張ります。②今野さん、卓話楽しみです。

③関口さん、皆出席 40 年すごいです。現役バ

リバリですね。

関口　友宏／皆出席賞ありがとうございます。

在席 40 年、多くの出会いと健康に感謝して。

今野　丁三／終戦記念日卓話、どうなること

やら。よろしくお願いします。

田川　富男／①皆出席を頂きまして、ありが

とうございます。②太田幸治さん、おいしい

ようかんありがとうございます。

二宮麻理子／本日、お誕生日のお花と皆出席

をいただきまして、ありがとうございます。

これからもよろしくお願い致します。

吉原　則光／残暑どころか盛夏の暑さの例会。

今野さんの終戦記念の卓話、戦中派にとって
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　安藤　達雄　太田　勝典　佐藤　利明　

　福村　　正　青木　邦弘　秋内　　繁

e）グループ　　　　　　　　　◎齋藤　善孝

　矢田　昭一　倉本　宏昭　川瀬恵津子

　新川　　尚　北澤　正浩　太田　幸治

　松本　英二　　　　　　　　(会員敬称略 )

■情報集会お知らせ
C グループ、dグループの情報集会

日時　９月 10 日㈬　午後６時 30 分

場所　謝朋殿　　座長は　佐藤利明会員

■雑誌委員会
○東日本大震災チャリティーディナーパー

ティーについて

　国際ロータリー 2590 地区 2014-15 年度地区

大会記念イベントの一つとしまして開催され

ます。

日時　10 月７日㈫午後６時開宴

場所　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

　　　５階　日輪の間

参加費　18,000 円

申込期限　９月５日㈮

申込方法　市川まで

■親睦委員会
○この指とまれ　夜の競馬観戦のお知らせ

日時　９月５日㈮

　　　川崎駅時計台前に午後４時集合

場所　川崎競馬場　送迎バスにて

会費　2,000 円　(飲物、おつまみ含む )

限定　20 名

　馬券も買って楽しめますし、最近ではおしゃ

れなデートスポットとして利用する人もいる

そうです。ご家族、ご友人をお誘いいただき

皆さんで盛り上がりましょう。参加者の方に

は、後日詳細のお知らせをお配り致します。

■雑誌委員会
ロータリーの友８月号誌紹介　　 市川　慎二

○横組み　

３頁　 

　rI 会長のメッセージ

　「会員増強で奉仕の仲間を増やす」

８頁　

　会員増強に役立つクラブ同好会の紹介

14 頁

　「フェイスブックで交流」



実体験でもあり、大変興味深いものです。よ

ろしくお願いします。

安藤　達雄／今野さん、本日の卓話よろしく

お願い致します。

安藤　公一／今野さん卓話宜しくお願い致し

ます。

岡田　清七／今野会員の終戦記念についての

卓話、聞かせて頂きます。私も中学２年の時

でしたが！！

兵藤　哲夫／残暑お見舞い申し上げます。太

田幸治さん、ようかんありがとうございます。

秋内　　繁／お暑うございます。年を重ねる

と熱中症にかかっていることが判らなくなる

そうです。皆さん気をつけましょう。

千葉　和裕／関口さん、一昨年より何度か横

浜スタジアムにはご一緒していますが、お盆

前の巨人戦、初めてベイスターズが勝ちまし

たネ！！

杉山　雅彦／①２週間のご無沙汰です。世の

中、猛残暑です。体調管理には十分お気をつ

け下さい。②太田会員、お土産ごちそう様です。

鈴木　茂之／①お疲れ様です。みなさん、暑

い日がまだまだ続くようですので、お身体気

をつけて下さい。②今野さん、卓話よろしく

お願い致します。

青木　邦弘／①今野さん、今日は楽しみです。

②太田さん、ようかん有難うざいました。

佐藤　真吾／今野さん、終戦記念卓話楽しみ

です。

市川　慎二／今野さん、卓話楽しみにしてい

ます。

■終戦記念卓話　　　　　　　　今野　丁三

　８月に入って、69 年前の終戦に関する報道

が、テレビ新聞に毎日のように登場していま

す。戦争体験、当時の生活ぶり、軍国主義の

政治、戦死者の家族のその後の生活、そして

終戦後の復興など…。特に原子爆弾による悲

劇は未だに多く続いています。これらの報道

を見聞するだけで、終戦に関する知識という

か当時の敗戦国日本の状況が充分理解できる

でしょう。

　今日は、終戦に関する話とは相違するかも

しれませんが、視点を変えて戦いの歴史を少

し話してみたいと思います。

　現在の世界の国々が出来上がったのも戦い

の結果といっても過言ではないと思います。

日本でも、聖徳太子の時代はともかく、徳川

幕府ができるまでは長い戦国時代が続き、多

くの国盗り物語がありました。今年の大河ド

ラマ岡田準一が演じる「軍師官兵衛」も戦い

そのものです。そして、徳川家康が日本を統

一し 300 年、ある意味での安定した時代があ

りました。世界の戦争の歴史も、一国の中で

の争いというか、権力者が登場するまでに幾

多の攻防戦があり、次は他国を攻め自国の拡

大を図る。これが世界の歴史であったと思い

ます。

　そこで、戦いの歴史を２～３話してみます。

　最初にフランス革命とナポレオンについて

ふれてみたいと思います。

　ルイ 16 世の時代、ナポレオンは 1769 年８

月 15 日、独立を望む声のするフランス領コル

シカ島で貧しい貴族の家で生まれ、頭の大き

い、癇癪持ちで神経質、気位ばかり高く友達

はほとんどいない子供として育った。その後

兄と共にフランスに渡り、10 才で幼年学校、

15 才でパリの士官学校に入学した。数学と歴

史以外はさっぱりのチビだったが、16 才で卒

業し、見習士官として南フランスの砲兵連隊

に赴任した。その頃からルソーなどの啓蒙思

想に触れ、社会や政治に関心を持つようにな

る。当時はフランスの階級が三つに分けられ、

第１身分の聖職者、第２身分の貴族、第３身

分の平民であった。（国民の 98％がほとんど

農民）、支配の頂点はルイ 16 世とオーストリ

アから嫁いだ王妃マリー・アントワネットで

あった。国王夫妻の贅沢な暮らし、特権商人
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裁政権を固めた。

　しかしイギリスは、フランス産業の市場拡

大を目指したナポレオンの行く手に対仏大同

盟をつくって立ち塞がった。ナポレオンは「海

軍ではイギリスに勝てない、こうなったらヨー

ロッパ大陸をすべて制圧し、島国イギリスの

封じこめには貿易を断ち切れば良い」と、ロ

シア連合軍を破り、南西ドイツを保護下に、

そしてポーランドにワルシャワ大公国を建て

たが、しかしイギリスを弱めるどころか大陸

諸国を苦しめる結果となってしまった。その

後ロシアは大陸封鎖令から離反しイギリスと

貿易を再開したので、ナポレオンは 60 万の大

軍でロシアに遠征したが、ロシアが退却時に

町や村に火を放って焦土作戦を展開したため

戦地での食糧調達に失敗、また冬将軍の襲来

に遭遇し、30 万の戦死 10 万がロシアの捕虜

となり、命からがらフランスに帰還すること

となった。ナポレオンは皇帝の地位を失い、

再起を賭けたワーテルローの戦いでイギリス・

ロシア連合軍に敗北、英雄ナポレオンも流刑

地大西洋のセントヘレナの孤島で 51 才の生涯

を閉じた。

　その後の世界の主な出来事…

　フランスは、七月革命と二月革命があり、

ナイチンゲールが敵味方の区別なく傷ついた

兵士を看病したクリミア戦争（今もくすぶっ

ている）に参戦する。

　イギリスは、中国との貿易で不足した銀を

得るためにアヘンの密売を行い、中国では

200 万人ものアヘン中毒者が発生、こうして

アヘン戦争が勃発し、結果中国は香港島をイ

ギリスに割譲することとなる。さらにインド

の植民地化へ。

　アメリカは、南北戦争に突入、リンカーン

はその間 300 万人の奴隷を解放し、「人民の人

民による人民のために政治」と演説、1865 年

４月９日、南軍降伏の５日後暗殺された。

　そして日本は日清戦争に勝利、「極東の憲兵」

を自任。東アジアへの侵略活動を活発化する

…。

　続いて、日露戦争について少しお話したい

と思います。

　当時ロシアはロマノフ王朝下で抑圧された
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の市場独占、オーストリアの継承戦争、そし

てアメリカ独立戦争への参戦などにより、国

の財政を圧迫するに至り、貴族にも課税する

ことがもとめられた。また、平民による国民

議会が新憲法の制定を要求、国王は国民議会

を武力により弾圧しようとしたが、怒った市

民の人波は国王の専制の象徴であった「バス

ティーユ牢獄」を襲撃した（1789 年 7 月 14

日、後にフランスの革命記念日となる）。これ

がフランス全土に広がり、そして「人権宣言」

に所有権の不可侵条項が加わり、これがその

後資本主義社会の基本となった。ルイ 16 世は

オーストリアへ逃れようとしたが、捕えられ

国民議会によって処刑されることとなった。

こうしてフランスは全ヨーロッパを敵にまわ

すこととなり、国内では反革命派の反乱が勃

発、イギリスも反革命派を支持することとなっ

た。ここに登場するのがナポレオンである。

　ナポレオンは反革命派を次々と処刑（この

ときマリー・アントワネットも処刑）した。

議会を掌握したロベスピエールは反対派を

次々と粛清し恐怖政治を強いたが、それもつ

かの間、有産階級に支持されたジロンド派が

政権を樹立した。この時ナポレオンも一時は

処刑されそうになったが、運よくイタリア遠

征軍の司令官に抜擢された。北イタリアでオー

ストリア軍を破り、カイロをも占領した。エ

ジプトを抑え、イギリスから地中海の制海権

を奪えばアレキサンダー大王と同様となる。

ナポレオンの野望は膨らむ一方だった。

　しかし、大英帝国の海軍を指揮する歴戦の

勇者ネルソン提督に行く手を阻まれ、艦隊の

大半を失う結果となりやっとの思いでパリに

帰った。

　イギリスはロシア、オーストリアと対仏同

盟を結び、フランスに押し寄せようとしてい

る。ナポレオンはこの危機を乗り切るには軍

事的独裁しかないと考え、クーデターを実行

し議会を解散させ独裁権を獲得した。

　1800 年、北イタリアのオーストリア軍を攻

撃するため雪のアルプス越えを命じた。この

とき「わが辞書に不可能の文字はない」の有

名な言葉が生まれた。オーストリア軍を破っ

た後、中央集権を整え財政再建にも成功し独
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労働者や農民がストライキを実行、国内は騒

然としていた。暮らしの改善や憲法制定、議

会の開設を求めてペテルブルグの宮殿に押し

寄せ、この時 1000 人以上が犠牲となったが、

この「血の日曜日事件」がロシア革命の発端

となった。

　ロシアは満州から撤兵せず朝鮮半島への勢

力拡大を求めて活動しており、日本と対立を

深めた。日本は日英同盟協約を締結し、極東

の覇権継続を望むイギリスに協力しその支援

のもとに海軍力を強化してロシアに備えた。

　1904 年ついに日露戦争が開始され、ロシア

は極東の小国を見下していたが、日本は旅順

を陥落させ奉天ではロシア軍を撃破、海では

バルチック艦隊を壊滅させるなど押しぎみで

戦いを進めた。そしてアメリカの調停に応じ

てポーツマス講和条約が結ばれた。日本は賠

償金の獲得はできなかったが、樺太の北緯 50

度以南の領有権、南満州鉄道の利権を得た。

しかし、日露戦争は帝国主義の本格的な戦争

であり、多くの戦死、戦傷者を出すとともに

巨額の戦費は国民の生活を圧迫した。

○戦　費 

　　　　財政支出計 うち軍事費　　軍事費割合

1900 年  3 億円若　　　　1億 4千万円　　 46％

1903 年  3 億円超　　　　1億 5千万円 48％

1904 年  8 億円超　　　　6億 8千万円 82％

1905 年  9 億円若　　　　7億 2千万円 82％

(m38) （現在の 18 兆円相当） 

○動員兵力

動員兵力 940,000 人 死者  81,000 人

（陸軍総兵力 109 万人、ロシア 200 万人）

　　　　　　　　　　　　　うち戦死者　　 60,000 人

（艦隊総排水 26 万トン、ロシア 51 万トン） 　

　　　　　　　　　　　　　　　　病死者　 21,000 人

 　　　　　　　　　　　　負傷者　130,000 人

 　　　　　　　　　　　　　病人　250,000 人

※外国への影響

　ベンガル分割反対闘争　

　ベトナム東遊運動　

　イラン立憲革命

　カルカッタ国民会議　

　青年トルコ党革命　

　辛亥革命

■次週の卓話　　　9/3　青少年フォーラム　
　　　　　　　                    佐藤　真吾会員
　　　　　　　 　　 週報担当　杉山　雅彦

　

　［審議事項］

　   矢田昭一会員出席免除申請の件　　

　 　矢田昭一会員から定款第９条第３節（ｂ）に基づいて出席免除申請が提出された。

     要件は満たしており、全員異議なく、本日付で承認された。

　佐藤真吾　福村正　後藤英則　漆原恵利子　内田敏

方法　持ち回り 　齋藤善孝

　送信者　増田嘉一郎

２０１４～２０１５年度　持ち回り　理事・役員会議事録
　

日時　平成２６年８月１９日 　ＦＡＸ送付先

　　　　　 　新川尚　千葉和裕　安藤公一　田川富男　青木邦弘


