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|舎人幹事報告’
1．次回例会19日(火)はガバナー補佐訪問で、 l1時30

分より懇談会、例会終了後、クラブ協議会を開催致

しますので担当の方はクラブ計画書をご持参頂き、

ご出席をお願い致します。

尚、 12日(火)は休会となっております。

へ

長谷川正孝ガバナー補佐紹介

、
|名古屋名城RAC吉田会長挨拶
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１ みなさんこんにちは。先程ローターアクト委員長様

からご紹介いただきました通り、父が千種ロータリー

でお世話になっておりました関係で、私も何回かこち

らにお邪魔したことがあり、お顔を拝見したことのあ

る皆様が多いので今日はいつも以上に緊張をしており

ます。

さて、今年度名古屋名城ローターアクトクラブは、

｢Re:フレッシュしてできること」を活動テーマとして

設定いたしました。当クラブは来年度で10年目を迎え

ます｡ちょうど2005年の6月30日で満10年となります。

この10年という長い間、みなさまのご指導とご支援に

より、クラブの活動を充実させてきました。そしてこ

の10年という節目を期に、今後ますますクラブが自分

達にとって、また地域にとって意味のある活動をして

いくために、こちらにある（名古屋千種ロータリーク

ラブ様の）活動テーマではありませんが、自分達の活

動をもう一度見つめなおして、より楽しく充実した活

動をつくっていきたいと思います。

さしあたり、 10月19日（日）には、招待行事でありま

すしゃちほこ杯がございます。こちらは他クラブの方

をお招きして毎年運動会をしております。現在、今日

お伺いしております森上君、また水野様のお孫さんや

加藤様のお嬢様が担当委員として準備を一生懸命進め

ていただいておりますが、どうも万博等の関係や運動

会のシーズンで会場がまだ見つからずに困っておりま

す。ロータリアンのみなさまで、どちらか会場や場所

の確保の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら、

ぜひお知恵をお借りしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

今日はこのようなすばらしい例会にご招待賜り、あ

りがとうございました。

今年度もなにとぞよろしくお願い申し上げます。

生年月日

所属クラブ

職業分類

事業所住所

大正13年1月23日

名古屋錦ロータリークラブ

仏教

〒462-0053

名古屋市北区光音寺I11].2-93

宗教法人 松音寺 住職

1983～1984年名古屋名北RC入会

1996年 名古屋錦RCチャーター

メンバーとして入会

1996～1997年会長エレクト

1997～1998年会長

ロータリー歴
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霧………，先週の記録"響壼…髭驚;第1006回平成15年8月5日（火）
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露"君が代”“我等の生業”

囹斉唱“四つのテスト”

密出席報告

会貝 68(60)名 出附 48名

出席率 80％

前々回 7月22日(修正出席率） 95％

囹ビジター紹介

東名古屋分区ガバナー捕佐i幹事 三浦俊彦君

囹ケスト紹介

名古屋名城RAC 会長 吉田龍宏君

名古屋名城RAC 副会長 森上達也君

－1－

会長テーマ 「初心に戻ろう」清浄発心 EXPO開催まであと 584日 本紙は再生紙を使卿しております。



囹卓話

"ロースクール(新しい法曹養成制度の創設)について”

会員深見章君

来年（平成16年4月）から新しい法曹（法律家）養

成の為の新制度に基づき新しく法曹教育が開始される

ことになりました。マスメディア等により皆様もご承

知のところかと思います。この新制度の目的は、従来

の司法試験に比べて合格者数を大I幅に増加させること

(1.200人→3.000人)により専門性の高い、視野の広い、

且つ深い洞察力を持つ法律家を育てること等がありま

す。その背景には21世紀という新時代に適合した法社

会（法律が社会・経済・政治の各段階において、より

有効に機能する社会）を作りたいという日本という国

家への国際的要請に応える為のものです。

簡潔に申しますとアメリカ型のロースクール（法科

大学院）にならい、より国際的にも通用する法律家を

育てたいとのことです。 「大学院」という大学よりも

もう一段階高い教育機関において少人数の学生に対し

て実務家の教授を加え、より実践的な教育をすること

が狙いとされています。当面のところは法学部の卒業

生には2年間、他学部の卒業生には3年間の教育期間

とされ、卒業後、 さらに国家試験としての司法試験に

合格し晴れて法律家になれるというわけです。この制

度改革の目的の一つである法律家の大11鳫増加は実現さ

れるところですが、授業料（年間150万円～200万円）

が高いこと、当初予定した程の合格率が達成されない

こと（おそらく50％を切る位)、多数の法律家の就職

口があるかどうか、等いくつもの問題があります。

この大改革については消極論、反対論もありますが

新しい社会制度を現実に受け入れて大胆かつ柔軟にそ

の適用を行なっていくことにより新しい社会に相応し

い実体が備わっていくものと期待しております。

小坂井会長挨拶’
トンヤンキー

負け戦と東洋鬼

昭和二十年八月九日終戦の一週間前の事である。

興安嶺のふもと開嶺の街でソ連軍と交戦した我々は

銃火器、大戦車群に一方的に撃破されて命からがら山

中に逃げ入った。正に蹴散らされた形で、敵軍は我々

をまったく問題とせず本街道をどんどん進駐。

興安嶺を越えてチチハル方面へ陸続と進撃して行っ

た見事な大軍である。見つかったら最後だと山中に息

を殺してひそんだ。

我々は興安嶺の山中に取り残されてしまった。状況

はまったく不明だ。そんな状態で五、六日過ぎた頃、

大本営発表、終戦の詔勅が伝わった。

負けたのだ｡日本が負けた11容易には信じられない！

放心……。狂ったようにワメク、自決、発砲、大パニッ

クだ。永い永い時間がたったような気がした。自分は

その時どうしようと思っていたのか思い出せない。

暫くして大隊長の訓示、

｢お前達は死ぬな！這いずっても日本に帰れ、そして

日本を再建しろ。天皇陛下へのお詫びは本官がする。

死ぬのは本官一人でよい！」と言って皆の前で拳銃で

自決された。壮絶な武人の死であった。皆が泣いた、

泣いた｡その声は興安嶺にこだました｡それから我々は

チチハルを目指して道なき道を行軍する事になった。
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メ 58年前の昭和20年8月6日は広 在田 忠之・萩原喜代子 佐久間良治・佐野 寛ﾀ
ﾗ島に、 9日には長崎に原爆が投下 林 哲央・池森 由幸 鈴木 正男・竹内 眞三ﾐﾉ
ﾇされ、 日本が戦意を喪失、無条件 伊藤 健文~伊藤三津子 舎人 経昭・魚津 常識
;降服の引金となりました。 伊豫田博明~加藤 重雄 和田 正敏・ 山田 壽勝；

〉
； 沢山の犠牲者の御霊のご冥福を 加藤 大豊・菊池 昭元 吉田 節美 〉

；祈ります。 小林 明・小杉 啓彰 暑いですね！ 〉／
;浅井誠寿 小山 雅弘・久野 峯一 黒野 貞夫 〉〉
＞
、 一度に猛暑となりました。蝉の 黒須アイ子・牧野登志子 会員誕生日祝い。 〈／

〈

;声がいろいろに聞こえます。 松居 敬二．松永 正史 〈
〈

；昂れるとききんきんと蝉しぐれ 三輪 康．宮尾 紘司 ／／

；
； ・せせせともしるしるともや卿の声 三好 親．水野 民也
＞

＞ ・ししししとししししと蝉臘みにけり 水谷 祥督・森 幸一
＞
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次回例会平成15年8月26日(火） 友愛の日
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