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本日は貨重なお時間を頂戴致しまして私共クラブが

ホストを務めます1Mにつきまして､足立実行委員長、

寺西事務局長と共にお願いに上がりました。先程小坂

井会長より全員登録というお言葉を頂戴し心から嬉し

く思っております。ただ今、一生懸命準備致しており

ますので、お忙しいとは存じますが、どうぞ全員ご参

加頂きますよう心よりお待ち致しております。

2003～2004年度INTERCITYMEETING

テーマ：地球MYLOVE～あなたは何ができますか～

日時：平成16年2月24日（火）

開会15:00 懇親会18:20 閉会20:00

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル2階「天守の間」

｜小坂井会長挨拶｜
異国での犠牲者

抑留後最初の死亡者が出た。たしか下士官だったと

記憶するが異国での初の幟牲者に元軍隊、大工もいれ

ば差物師もいるということでたちまちの内に白木作り

(白樺）の祭埴ができ上がった。そして丸木を井桁に

組み上げた上に遺体を乗せ火葬にし、まるでラーゲル

総出のお祭りのようであった。

ソ連兵もアッケに取られたのか初めての経験によく

理解できなかった為か判らないが特に妨害とか中止命

令はなかった。

問題は二人目の職牲者の時に前回同様ドラワー（丸

太）を組んで火葬にしようとしたll寺、武装したソ連将

校が数名の兵を従えてすっとんで来た。そして大変な

剣幕で「ネリジャー、ネリジャー、ヤポンスキーヨッ

ポイマーチ…･ ･･」とがなり立てている。

「駄目だ、駄目だ、日本兵、この馬鹿野郎！ 死ん

だ人間は役に立たない物体になってしまったのだ。そ

れを大切なドラワーを沢山使って燃やしてしまうなん

てモッテの外だ！ すぐ取り止めろ！」という事らし

く通訳の説明で火葬は取り止め過体はラーゲル内のア

ンペラ作りの小屋のI:|1に安世する事となった。

一回|ﾐ|と二回目とでは何と大きな違いであろうか。

しかしその後でもっともっと遺体を悲惨な取扱いをす

る郡になろうとは神ならぬ身の知るよしもなかった。
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露"我等の生業”

露斉唱“四つのテスト”

圏出席報告

会員 67(59)名 出席 41名

出席率 69.50%

前々回 10月28日(修正出席率) 98.31%

認ビジター紹介

名古屋錦RC会長 近藤歌子さん

名古屋錦RC IM実行委員長 足立恒一君

名古屋錦RC IM実行事務局長寺西 正君

元、名古屋第二分区代理 古川善次郎君

他1名
へ

｜舎人幹事報告’
1．本日例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方は2階オーキッI､ルームにお集まり下

さい。

2．国際博覧会入場券の申込みが21日迄となっており

ますので、まだの方は事務局までお知らせ下さい。

1M参加のお願い

名古屋錦RC会長 近藤歌子さん

1M実行委員長 足立恒一君

1M実行事務局長 寺西 正君
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会長ﾃｰﾏ 「初心に戻ろう」清浄発心 EXPO開催まであと 486日 本紙は再生紙を使用しております。
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囮三好 親君（11月9日午後の部）

大会2日目、留学生のナターリアとブリジェットを

迎えに行き、会場入りした。概ね500～600名の参加

者に思えました。我千種RCは14～5名だったと思

います。

午後の部は政治学者福岡政行さんのお話を聴きまし

た。冒頭でご自分の名前は父上から「政治が正しく行

なわれたならば国は必ず良くなる」との意味で"政行”

と付けられたと話され、今の政治が必ずしも正しく行

なわれていないので、私はがんばります。とも聞こえ

る様なお話しでした。約1時間半、表題の「出来るこ

とからボランティア」に始まり、政治、経済にまで非

常に聴く人を引きつけるお話の内容でした。

ご自分でも直接、様々なボランティアに関わり、活

躍され、俳優の二谷英明さんも福岡さんと協力し合っ

て、カンボジアで学校を建てるボランティアに大きく

関わっているそうで、私達の知らないところで色々な

人々が、それぞれの立場で出来ることを一生懸命され

ていることを聞き、改めて感心しました。

そして、当日は衆議院選挙投票日と重なり、政治の

お話も実名を出されて、 日頃、知り得ない様なエピ

ソードも話されました。最後に経済の話にも少しふ

れられ、結びはボランティアは大切だと締められま

した。

非常に判りやすい言葉で、ゆっくり丁寧に、聴く人

を最後まで引きつけ、全く淀みなく話されました。講

演後、山田三郎RI会長代理は、各地の地区大会に出

席させて頂きましたが、当地区はすばらしい1 1 なぜ

ならば、午後になって半数以上が帰り、空席が目立つ

が、 2760地区はほとんどの人達が残っている、これは

すばらしい。と講評されました。

囮山本英次君(11月8日）

尾西ロータリークラブをホストにキャッスルホテル

にて2003～2004年度地区大会が開催されました。

初日は「過去の山頂は将来の丘」と題し豊島ガバ

ナーをモデレーターにしてパネルディスカッションが

行われ、次にGSEミーティングとして当地区からの

派遣メンバーと受入先南オーストラリア地区のメン

バー交流の棋様がプロジェクターを使ってにぎやかに

披露されました。その後、山田三郎RI会長代理主催

の歓迎晩餐会が催されました。

全般に、豊島ガバナーのお人柄か、肩肘はらないフ

レンドリーな雰囲気で尚且つ、プロジェクターを多用

した視覚的な大会で、 これまでと異なった大会であり

ました。

囮舎人経昭君(11月9日午前の部）

山田三郎RI会長代理御夫妻を拍手でお迎えし豊島

ガバナーが同会長代理よりご寄付いただいた、由緒あ

る鐘の説明で特別に2度点鐘を打たれました。

国歌斉唱、ロータリーソング､物故会員黙祷の後､来

賓の神田愛知県知事､丹羽尾西市長等､各クラブの出席

紹介がされ、その後、メテリョーワナターリア奨学生、

スウィアスキーブリジェッ|､交換学生、又インターアク

I､クラブ(桜花学園)、ローターアクI､クラブ(名古屋名

城)の紹介がされました。ガバナー挨拶の後、 R. I ~会

長のメッセージ「Lend aHand」「手を貸そう」の

精神が会長代理より述べられ、地区挙げて積極的に奉

仕に取り組んでいただきたいと述べられた後、来年大

阪で開催される国際大会への依頼があり、同時に2005

年の愛知万博に協力したいとのお話しがありました。

県知事、尾西市長の祝辞では、特に愛知万博への協

力依頼がありました。その後、前年度RI会長賞、優

秀クラブ表彰をいただきました。

へ

トーテー.ミニヨボヅグXrrr二~訓 、ヘヘヘヘヘ'、へヘヘヘヘヘヘヘへ'ソ'、へヘヘヘヘヘヘヘへ'、'、へ'、'、'、へ
／ 〈

；名古屋錦RC会長近藤歌子さん 成田 良治 加藤重雄・加藤大豊メ

; IM実行委員長 足立恒－君 山本先生、忙しい中色々と難し 菊池昭元・小杉啓彰メ
< IM実行事務局長寺西 正君 い仕事を快く引き受けて戴き本当 小山 雅弘・黒須アイ子i
／ ／

2 1Mの御案内に貨重な御時間を に有難度う御座居ました。 柵木 充明・松居敬二2
／

#お借り致します。 水野 民也 松永 正史・宮尾紘司：
＃名古屋東RC古川善次郎君 今日は息子と出席です。 三好 親・水谷祥督ﾀ
ﾗ お邪魔します。 在田 忠之 森 幸一・奥本文也；
；小坂井盛朗 早退致します｡申訳ありません。 佐野 寛・鈴木理之ﾀ

ﾗ 名古屋錦RCより近藤会長､足 浅井誠寿 竹内 眞三・谷口 優；
’立1M実行委員長、寺西IM実行 うちのちびっ子が全日本体操選 舎人経昭・魚津常義ミ
／ ノ

ゼ事務局長の皆さん、ようこそお越 手権で頑張りました。テーブルに 和田 正敏・山田 壽勝#
〈

；し下さいました。 IM当日は例会 コピーを置かせていただきました。 山本英次 〈

；振替で全員登録します。宜しくお 佐久間良治 ビジターをお迎えして。 ラ

メ願いします。ご成功を祈念して。 南の島に行って来ました。 大谷和雄 ／〉

；小林 明 油田 弘佑・萩原喜代子 結婚記念日祝い。 ／

i〈 ロータリー財団月間です。 林 哲央・池田 隆
／

2 皆さんのご協力をお願い致します。 伊藤三津子・伊豫田博明
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次回例会 平成15年12月2日（火）
誰演“国家更生法(小泉改革の行方） 中京大学経済学部教授河宮信郎氏

（紹介竹内(眞)君）
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