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はじめますが、住民の健康を保全するためなどを理由と

する環境問題が持ち上がっていた時期でもありました。

（1）そのような中、1973年には本1.1.1市長が選ばれ、

福祉、医療、教育等の市民的要求のもとに、市民参加型

の総合計画行政が策定されました。それを象徴するもの

として1977年12月20日に識決された名古屋市

基本概想は、格調高いものであり、 「人間として真の幸

せを願い、憲法の糒神にもとづき、ひとりひとりの基本

的人権が守られ、健康で文化的な生活の営める個性豊か

なまち､名古屋の建設をめざす」として市民自治の確立、

人間性の尊重、特性と伝統の活用を掲げ、 「名古屋は、

多くの先人たちの努力によって画期的な都市計画が実

施され、整然とした市街地が形成されている」とし、今

後さらに①「安全で快適」②「文化の香り高い」③「豊

かで活気のある」④「心のふれあとつながり」のある

まちつくり目指すとしています

1980年策定の名古屋基本計画では、 1990年まで

の11年間で上記の基本樅想を基本理念として、それを

具体化するとしています。それにより1990年の常住

人口を220万人，昼間人口を260万人と想定してい

た。計画の総論で、 5分野として①市民の福祉と健康

②都市の安全と環境③市民の教育と文化④市街

地の整備⑤市民の経済に分けて計画書において記述

します。

このような基本計画を策定し実施していた本山市政は

3期続きましたが、 1985年に西尾市政にバトンタッ

チされた。この西尾市政の時代はグローバル化とバブル

経済のもとで、愛知県などと連桃して「世界都市戦略」

が具体化されます。

（2）西尾市政は1988年の都市計画の策定で「住み

たくなる名古屋の建設をめざして」をテーマとしてそれ

を基本指針として21世紀を展望した拠点開発、大規

模」プロジェクトが推し進められた。愛知県では第6次

地方計画として「世界に|淵かれた魅力ある愛知の実現」

を総合目標とし、中部新空港、第2東名、 ・名神高速道

路、 リニア中央新幹線、愛知万博が大型プロジェクトと

されました。名古屋市の新基本計画においても「世界的

な産業技術中枢圏城をめざす名古屋大都市圏の中核都

市し、全国における代表的な都市としての役割を認識し

つつ、世界に開かれた都市の形成を目指すとしていま

す。2000年には淵住人口を240万人、昼間人口を

280万人と想定するなど拡大志向をめざしていまし

た。広域ネットワークの盤備も掲げられました。

まちづくりを、生活、産業、文化の側面から提示してい

る半而、地方行革として、行政改革・ リストラが本格的

今日の例会 …………………………………“

第1426回 平成24年10月2日 （火）

諦演 “東山植物園の楽しみ方”

東山植物園園長伊藤悟様

優良従業員表彰
先週の例会…….….………………………

第1425回 平成24年9月25日（火）

職場例会
名古屋市役所東庁舎5階大会議場

◆それでこそロータリー

◆四つのテスト

◆ゲスト紹介

名古屋市議会第87代議長中川貴元様

◆出席報告

会員 40 （32）名 出席24名

出席率 75％

前々回 9／11 （修正出席率） 100％

|竹内幹事報告’

1） 次回例会終了後､指名委員会を開催致しますので、

担当の方はお残り下さい。

|渡邊職業奉仕委員長挨拶’

10月の職業奉仕月間に因み、

本日は竹内幹事のお骨折りで、

名古屋市議会の東庁舎で開催さ

せて頂く運びとなりました。

この後、議長の中川様よりお

話を賜り、防災司令室等見学頂

きます。

匿砺 倭
丘

|谷口会長挨拶’

40年間における名古屋市政の変遷について

名古屋市は、戦後間もなくから、道路行政等のつき、他

の都市圏とは異なる、特色を有しています。今回はここ

40年間の名古屋市の総合計画を取り上げ､お話ししたい

と思います｡1970年頃より都市高速道路網の建設整備が

の

会長ﾃｰﾏ『自覚した回一,タリーの実践をリーの一 I 恭繊は再生紙を使用Lでお'り‘雷･銃



30兆円産業といわれます航空宇宙産業もそうですが、

そのパイをいかに取りに行くかということを、国を挙げ

てやります。あるいはシンガポール、この国の意思も明

確です。シンガポールは製造業をはじめ、まだ歴史の浅

い国なので、 自前で何かをするという事がありません。

そのかわり色々な国から優れた企業を集める、その事に

よって外貨を稼ぐ、非常に明確な国の意思があります。

スリランカも政治が不安定ではありましたが、最近民衆

化され非常に活気づいています。

そういう中で日本はこれからどういう意思を持って経

済活動、あるいは外交にあたっていくのか、あるいは名

古屋市に落とし込むと、自治体といえども5つの市と友

好姉妹都市であります以上、少なくても経済活動、教育

関係、もう少し実のある形で自治体レベルでもやるべき

時が、遅すぎる位だと思っております。皆様方はそれぞ

れ名古屋、中部圏域の中で経済活動をはじめ色々な分野

でご活躍されておられる方ばかりと思います。この見学

のみならず、勉強会、意見交換会、要望活動の中に私共

も加えさせて頂きますと大変私共にとっても良い勉強

になります。これを、ひとつのご縁にして頂き、是非皆

様方のご指導を得られればありがたいと思います｡今後

共お世話になりますが宜しくお願い致します。本日はあ

りがとうございました。

に実施しようとしています。

（3） 1997年に西尾市政は松原市政に引き継がれ

た。当時は「藤前干潟の埋め立て」が大きな問題となっ

ており、最終的には埋め立て中止となり環境都市へ向け
た取り組みが始まります。新空港。万|導という国家的プ

ロジェク|､と共に名古屋市は「俳造改革」による都市再

生戦略が展開され都心の再開発により名駅の集中傾向

が強まり、都市の二極化と地域格差が進行します。 20

00年の策定では「誇りと愛着の持てるまち名古屋をめ

ざして」をテーマとして2010年には常住人口216

万人、昼間人口262万人と想定し、拡大傾向から人口

減少時代を念頭においた転換をはかっています。201

0年の名古屋をめざすイメージとして、都市像として

「福祉･安全都市、いきがい実感都市､循環型環境都市、

快適空間都市、にぎわい創造都市、文化ふれあい都市、

国際交流拠点都市、情報・産業技術都市」を明らかにし、

その実現に取り組む方向を示しています。半面行政改革

路線の反映として、行政評価等による自治体のリストラ

が本格化してきます。

（4） このような流れを受けて2009年4月に過去

最多の51万票を護得して河村市政がスタートしてい

ます。河村市長は、 「名古屋市政改革」として市議会解

散を求める前例のない市長主導のリコールを行う等、市

政のあり方が全国的に注目されています。 河村市政に

おける名古屋市の中間戦略ビジョンは「新しい時代の流

れに対応した市政の基本な方向性を示す新たな総合計

画」として策定され､概ね10年先の将来を見据えつつ、

2009年から2012年度まで4年間の計画期間で、

戦略的ビジョンとして「自立・創造・名古屋の3つのチ

カラにより、市長が提唱する「歴史の残る街・ナゴヤ」

をめざすとしています。戦略的な45の施策のうち、 ト

ップには「地域委員会による住民自治の推進が挙げら

れ、市長のカラーが明確に表れています（市長の他の大

きなカラーとしては言うまでもないが10％の市民税

の減税があります） 。庶民革命を標傍し、メディアを職

極的に活用する市政運営がなされています。市議会の改

革を含め派手な改革のように見えるが、その中身は、ど

のように実現されるのか不明なところが多々あり、今後

の具体的な実現に向けての努力に期待するところであ

ります（名古屋市立大学院人間文化研究科『人間文化研

究』14号の山田明氏の「名古屋市政研究の意義と課題」
を参考にさせて頂きました。 ） 。
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防災司令室にて

先々週の例会．．………………･……･……………”

第1424回 平成24年9月18日（火）雨

友愛の日◇名古屋市議会第87代議長中川貴元様

i
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畳望一 皆様方には日頃から名古屋市行

政各般に渡りご協力頂いている

ところと思います。名古屋は今、

減税をするという事ではござい

ますが、実は名古屋の経済状況も

先行き考えますと大変不安定な

状況かと思います。

この夏に公務で約20日間、サン

パウロ、 リオ、メキシコ、シドニ

◆それでこそロータリー

◆四つのテスト

◆ビジター紹介 3名

◆ゲスト紹介

研修医 吉村一宏様（池森君ゲスト）

聖霊病院研修医森本真理様（渡遡君ゲスト）

米山奨学生 張詩玉様

●出席報告

会貝 40（33）名 出席28名
出席率 82． 14％

前々回 9／4 （修正出＃if率) 9f06 %

●10月会員誕生Iヨ

加藤亜雄君(10/1) 商柵智尚君(10/8)
III}木充明君(10/10) 佐野寛君(1()/19)

’＆．

秤

I
－、シンガポール、スリランカと海外出張させて頂きま

した。今、名古屋市は折角、航空宇宙産業の特区になっ
ております-が、しかしながらご承知の通り特区と云うだ

けで実際の所なにもされていないのが実状です。他国に

行きますと、非常に国の意思が明確です｡それは例えば、



|竹内幹事報告’ 2、危機を救った例会での合唱

ロータリー誕生後2年目には、ささいな意見の相違が

だんだん大きくなり、シカゴクラブ内が割れ、出席率も

低下するという事態が起こったようです。

そこで、当時シカゴRCの幹事であったウィルR.ネ

ッフ医師が、ハリー・ラグルスと協議しました。 「これ

がもうlか月も続けば､クラブは解散してしまうだろう」

とネッフは悲しそうにハリーに言い、続けて「私は、君

が毎週立ち上がって楽しく歌うことにしたらどうか、と

思う」と言った、というような記録が残っているとのこ

とです。その結果、ハリーの指揮による歌声が、毎回ク

ラブの例会で響くようになり、いつのまにかクラブの中

の雰囲気は改善され、シカゴRCは解散の危機を脱して

いたそうです。歌が、人々の心を結んだのです。その後、

ハリーの指揮は恒例のものとなりましたと記録されて

います。例会という集いの中で定期的に歌を歌うこと

を、積極的に続ける形式は、当時新鮮なものでした。深

い意識はなかったかもしれませんが、歌という親睦に偉

大な効果を発揮する、微妙な結合剤がロータリーに提供

されたのです。また、歌われる歌曲もだんだん決まって

きたので、印刷業のハリー・ラグルスは、 1910年にはロ

ータリー・ソングブックの第1号の出版もしています。

以後それは版を重ね、ロータリアン間に普及していきま

した。

3、 日本でのロータリーソングの合唱

日本最初のロータリークラブは､1920年創立の東京ロ

ータリークラブですが、初めのころはアメリカのロータ

リークラブで歌われていた歌を英語のままで歌ってい

たそうですが、このように会員に歌を歌わせようとして

指導したのは会員であったE.D.バートンという人物

ですが、皆は「児戯に類する・ ・ ・」としてあまり乗り

気でなかったようです。彼の努力は1926年ころになっ

てようやく認められ、 1927年のインターシティー・ミー

ティングのときには、会議中にも会議後の観光バスの

中でも、会員の家族が中心となってロータリー・ソング

が歌われ、会員もやっと、歌うことが親睦の源であると

理解した、と東京RCの記録にあるとのことです。日本

のロータリーに歌うことを推し進める大きな力となり

ました。やがて、 日本語によるロータリー・ソングを求

める声が高まり、 「奉仕の理想｣や｢我等の生業｣が1935

（昭和10）年、京都における地区大会において、日本語

ロータリー．ソング入選作として発表されました。戦争

中は、 「君が代」の斉唱が始まりました。 日本のロータ

リークラブは1940年に国際ロータリーを脱退しま

す。 1949年、日本は国際ロータリーに復帰します。 1951

年にロータリー・ソングが募集され、 「手に手つない

で」がつくられました。これは、 1952 （昭和27）年7

月から、日本のロータリーが2つの地区に分かれるとい

う事態に当たり、これからも友情を確かめ合い、手に手

つないでいこう、と誓い合った歌です。 「それでこそロ

ータリー」も1953年に誕生しています。その他「四つ

のテストの歌」というのもあります。

こうして、ロータリーの例会では歌を歌うことは、今

日では、アメリカはもとよりオーストラリア、 日本、ナ

イジェリア、ニュージーランド、カナダなどのロータリ

ー例会におけるポピュラーな親睦行事となっています。

国際協議会でも、毎朝、本会議が始まる前に各国で親

しまれている歌を皆で歌われるとのことです｡世界的に
みるとヨーロッパ、南米、アジアのロータリークラブの

1）今週末23日 （日）花いっぱいプロジェクトにご協

力頂ける皆様におかれましては、当日宜しくお願い

致します

2）次回9月25日の例会は職場例会で12:00より名古

屋市役所東庁舎5階大会議室にて開催致します

◆大口30周年実行委員長報告
本日皆様にお配り致しました資料の通りでございま

す。お目通し宜しくお願い致します。

10月12日(金)午後4時より記念式典を開催致しま
す。会員の皆様、実行委員の皆様には準備等ございます

ので､事前にお集まり頂きますのでよろしくお願い致し

ます。昨年の3． 11をふまえ、どの様な形で創立30

周年を行ったらよいのかという事を、全会員から直接意

見を聞き、企画を立てて参りました。

実行委員会といたしまして心のテーマく東日本大震

災からの復興を祈って＞ということで、当日の記念講演

を陸前高田RC幹事佐々木松男氏にお願いし、寄付は

陸前高田RCを通して何か形になるものをということで

千田会長に授与させて頂きます。また永年在籍者の表彰

ということで、30年在籍の会員の皆様を表彰させて頂

きます。晩餐、記念品等、資料の通りです。

記念誌掲載致します恒例の座談会も、21～30年の

会長、幹事にて開催を予定致しております。

|谷口会長挨拶’

ロータリーソングについて

日本のロータリークラブでは、例会でロータリーソング

を皆で歌いますが、このロータリーとソングについてお

話したいと思います。

1、例会で歌を歌うようになった経緯

ロータリーの例会で「歌を歌うということ」 、を始め

た人は、 1905年にロータリーが創立され､最初に会員と

なった4人に次いで、同年に5番目にロータリーに入っ

た人、ハリー・ラグルス(HarryRaggles l871～1959)

という人物です。彼は、 1905年に創始者ポール・ハ

リスと、シルベスター・シール、ハイラム・ショーレー、

ガスターバス・ローアら4人の集いに加わり、 5人目の

会員となり、職業分類・印刷業でした。

シカゴロータリークラブ(RC)の会員になったハリ

ーは、一見無愛想で、クラブ入会の紹介時には「果たし

てクラブに入って、 ロータリーの友好を実現できるだ

ろうか」と内心危ぶまれたほどの人だったようですが、

実はハリーは歌うことが大好きな人だったようです。

アメリカでは教会で賛美歌を合唱することは良く行

われていたことで、 「歌を歌うこと」 「コーラスするこ

と」は､人々のごく一般的な習わしであると言えました。

ロータリーが産声を上げたばかりの1905年のロータ

リークラブの「ある秋の夜、例会で一時的な静寂が訪れ

た｡会話のざわめきが突然止んだ｡警告もなく、ハリー・

ラグルスが自ら立ち上がって｢おい､みんな､歌おう ！ 」

と当時流行っていた歌を何曲か音頭を取って歌った。以

来、例会での合唱は、ロータリーの伝統となった」とさ

れています。ロータリーの例会で歌を歌った最初のシー
ンです。しかし、このとき歌われたのは、当時の流行歌

でした。



術館」をというのが私の提案であり願いです。

‘‘研修医のころ” 渡邊源市君

例会でロータリーソングが歌われることはあまりない

ようです。歌い方もいろいろで、例会の初めに国歌を歌
うクラブもあれば､童謡を必ず歌うところもみられます

1 ？研修医の生活

私の研修先は、横浜の昭和大学

藤が丘病院｡24時間研修医が働

き続ける病院として有名で、循

環器科、消化器科など内科7科

を3ヶ月ごとにローテート。月

給は4万円、同期研修医と病院

宿直室で雑魚寝状態。午前6時
うまり、検査結果整理、点滴･注

3分間スピーチ…．､魁~…:::.:：
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"近況報告” “日本の美術館について”

山本眞輔君

大学を卒業？し､4月からアトリ

エで襲しく仕事をしています。

朝8時半にアトリ手に入り、 12

時～1時半までお昼やすみ､夕方

6時からビールというリズムで

す。まだまだやりたいことが沢

山あり時間は足りないくらいで

す。毎日毎日飽きもしないで終

担当患者さんの採血に始まり、検査結果整理、点滴･注

射の準備、指導医とのモーニングカンファレンス、9時

から外来業務。午後、病棟の回診。夕方は再びカンファ

レンス、カルテ記録を終えると0時前後、という生活が

続きました。

2：初めての看取り

研修4ヶ月目、担当したのは白血病で入退院を繰り返し

ていた女性、これが最後の入院となりました。指導医か

ら臨終宣告するようにいわれており、私は家族と一緒に

患者さんのそばにいました。呼吸が途切れ始め、いよい

よというときに私は我慢できず宿直室へ走りこんで鍵

を閉めてしまいました。30分ほどして指導医が「終わっ

たのでお別れをしてきなさい」とドア越しに声をかけて

くれました。主治医としての役目を果たせなかった看取

りでした。

3：壮絶な死

こんな経験もあります。患者は多額の負債を抱えた夫。

最期のとき、妻はわめき散らしながら債権放棄の書類を

前に意識のない夫にペンを握らせたのです。なんと夫は

うっすらと目を開け、書類にサインをしたのです。まも

なく呼吸は止まりました。壮絶な死でした。

4：酔っ払っていても主治医は主治医

今では酔っ払って患者の前に立つと訴訟ものですが、当

時は酔っ払っていても主治医が真っ先に呼び出されて

いました。飲んでいる最中に呼び出され、頭から水をか

ぶって走っていく先輩達から医師とはかくあるべきを

学びました。25年たった今、酔っ払う習慣だけが残って

しまいました。

5：患者を生かすとは心臓を動かした指導医

心筋梗塞の患者さんが突然心停止。心臓マッサージをし

ながら指導医に応援を求めました。 「もう1回心臓動か

したいか」もちろんお願いしますと答えました。彼はな

にやら注射をし、私に心臓マッサージの手を止めるよう

にいいました。心電図モニターに波形が現れました。彼

は部品を動かすことは簡単だが、患者を治すことは難し

いと話しました。 15分後には再び心停止。 「もう1回動

かすか」と聞かれたとき、お願いはしませんでした。そ

れまで以上に全身を見るようになりました。

医師となって25年、いつも患者さんから学ばせてもら

っています。学んだことから直接患者さんへ、そして次

の世代へなにかお返しできるように心がけています。こ

の仕事を与えてくださったすべての方に感謝をいたし

ます。

日粘土遊びが出来るもんだと周りに笑われています。お

陰様で元気です｡秋の日展出品作晶も完成しました。「日
展」は11月2日 （金）から12月9日 （日）まで六本木

国立新美術館で開催します。今年は審査に出ます。

会場でお目にかかれるのを楽しみにしております。

うなぎ、カーネーションで名を売った一色町が西尾市と

合併しました。私の出身地です。その記念として、この
たび一色ロータリークラブの創立50周年記念事業「山

本眞輔彫刻展」が下記のように開催の運びとなりまし

た。

日本芸術院会見「山本眞補彫刻展

期日；2012年11月16日 （金）～11月25日 （日）

午前10時～午後4時

会場：西尾市役所一色支所

（元一色町役場、 ThLO563-72-7111)入場無料

ご存知の通り一色は海の町で「ウナギ」 「大撮灯祭り」
「さかなセンター」などがあります。最近注目のリゾー

ト 「佐久島」も高速船で40分ほどです。

以上、近況ご報告かたがたご案内申し上げます。

日本の美術館について

文化レベルから考えてみます｡欧州を訪問した多くの

人は都市と美術館の名前を言うます。日本に来た外国人

は帰国後どんな報告をするのでしょうか？日本の美術

館の名前を言う人はいないと思います。これは日本の現

代文化行政のレベルを象徴していると思います｡現実の

生浩がまだまだということかもしれません。音楽や美術

に接する機会も少ないような気がします。今回、西尾市

で個展をするにあたり、あらためて催事の会場が無いこ

とがわかりました。これは地方だけの尚題ではなく、や

はり国の文化市政の在り方のせいではないかと患いま

す。国民の関心が向いている方向が文化でないことだけ

は確かです。 日本に「国立美術館」がいくつあるかご存

知でしょうか？もちろん名古屋にはありません。

人が食べて「美味しい」と感じるのと「美しい」と感じ

るのは「脳」の同じ部分だと脳科学者の茂木氏もいって

います。美味しいものが食べたい、美しいものがみたい
というのは本能的欲求だということでしょう。

今後の美術館の方向について、ルーブル美術館長の言葉

を紹介します｡作品蒐集は南米ペルーあたりまでにした

い、各地の独自性を尊重すべきである。すなわち分散保

存、現地保存です。短絡的結論として名古屋に「国立美

◆ニコボックスは次回掲載させて頂きます。

次回例会 平成24年10月9日 （火) 3階 錦の間
講演“ヒ素とバングラディッシュ” 米山奨学生（学友） ニザム。サイカ様


