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すので尋ねたら名誉の戦死をした方だとの事。いずれ

俺も朱線で消される運命だなと思い乍ら署名をしまし

た。何か判って居り乍ら変な気持ちでした。

それから朝鮮釜1.1｣経由で満州へ。
へ

講演“中国現代美術あれこれ”

中国画家 蕊文さん

（紹介浅井君）

出発命令、北かな南かな？

出発命令が出ました。集合して汽車に乗りましたが

どちらへ向って届るのかさっぱり判りません。関釜連

絡船に乗り朝鮮半島へ入り北上しましたので、ああ、

これは満州だ、寒いぞと云い合いました。これが南方

行きだと輸送戦が潜水艦攻撃で全員戦死の報が相次い

でいましたので、北行きでほっとしたものです。

車窓からの朝鮮半島、ハゲ山ばかりが目につきまし

た。支給されたリンゴを手拭に包んで車窓から外へ吊

すとカチカチに凍ります。外は0度以下、列車内はポ

カポカで暑い位、このリンゴをスプーンで食べるとア

イスクリームの様で大変おいしかった。これは青森・

秋田からの兵隊に教えられた事で今も印象深い事柄で

す。そして軍服が車内で支給されました。冬服です。

行先は間違い無く満州だ！

ようやく私服から軍服に着替えると、真赤な襟足に

星が一つ、陸軍二等兵兵隊の一番下の位です。それか

ら一等兵、上等兵、伍長、軍曹、曹長、准尉、少尉、

中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、 ！:|'将、大将、

元帥、天皇陛下は大元帥陛下でありました。

｜クラブフォーラム｜
窪山田出席委員長

例会への出席

平成10年7月7日、蒲郡RCからこの名古屋千種RC

へ移籍しました。蒲郡では小さな短大の学長を11年間

していましたが、ホームクラブの例会出席は毎月1回

で、他の3回は|剛崎城南RCへメーキャップに行きま

した。そこでは例会が6時半から始まり、岡崎市内の

方々ばかりでなく、西三河の名士も多数メーキャップ

に来られました。現職社長の方々の例会出席の大変な

ことは、私自身の経験でよくわかっています。

千種RCの最近5年間の出席状況をみますと、業界

の経済事情の深刻さを痛感いたします。しかし、残り

少ない人生の終末期にいます私は、ロータリアンにな
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画"奉仕の理想”

園斉唱“四つのテスト”

囹出席報告

会員 68(60)名 出席 41名

出席率 68~33％

前々回 7月1日(修正出席率） 9667％

囹ビジター紹介

元名古屋第二分区代理('IRC) 古川善次郎君他3名
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|舎人幹事報告
l) 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階のオーキットルームにお集

まり下さい。

2） 次回例会終了後、クラブアセンブリーを開催い

たしますので理事役員・各委員長はお残り下さい。

|小坂井会長挨拶’
赤紙来たる

昭和19年7月に俗に云う赤紙召集令状が来ました。

IIU.内会長が持って来まして「お目出度うご座居ます。

確りお国の為に頑張って下さい」と赤紙を渡すのです。

出征の日は町内総出で日の丸の旗をかかげ、氏神様

の白山神社に戦勝祈願、バンザイ、バンザイで送られ

て名古屋駅より門司市へ集合、民家に合宿しました。

未だ私服の儘でした｡民家は米屋さんで町名も老松町、

くしくも現在の新栄町の旧名と同じでした。

民家のおかみさんが大福帳を持って来て記帳をする

様に云いました。見ると朱線で消したのが沢山ありま
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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 612日 本紙は再生紙を使用しております。



業一人が原則であり、そのメンバーからしか本音を交

えたI､－クは聞く事は出来なかった。事実、私自身、

井中の蛙の嘆を何度味わった事か。唯、今迄のスピー

チでは「今少しの処」を質問する機会がなかったのが

惜しまれる。それはロータリーでは終了時間の制約が

あり、時間的余裕がないのが第一因と考えられる。

さて、多忙なる会員諸兄に訴える。如何なるプログ

ラムを予算の制約の中で編成して諸兄に御満足を頂け

るか。わざわざ昼食を食べに来た甲斐があったとお帰

り願えるか。

単純素朴な頭をひねって思った事を述べる。

①なるべく当クラブ会員にスピーカーを依頼。

②“一例会一話”を貫く。 30分が長いか短かいかは演

者の御判断にお委せする。

③常々思っていた事だが外来のスピーカーに対して、

P.M､l:30頃にメモ（多分timeoutのサインと思う

が）をさし入れる事があるが、 5分前後のtimeout

ol- inはRotal･yの寛容さの範囲の問題ではないか。

④OnepointQuestion(約3分）の様な時間がもて
たらなと思う。新人・役職者の交流にもなる。

⑤スピーチに対して時間があればQuestiontimeがほ

しい。

勿論息抜きは肝要で、会員から縁りの方を御推薦頂

いて邦洋楽を問わず、組み入れれば華となろう。次の

週はどんなプログラムかと会員が期待出来る様な形に

したいと願うのは独りプログラム委員会ばかりが力ん

でも無理で、聡明なる各会員の御知恵を拝借して、始

めて実りのあるものとなると信ずる次第だ。

れましたことを心から嬉しく存じております。私はカ

トリック・クリスチャンとして毎日曜日教会へ行かね

ばならず、その他理事としていくつかの協会に属して

おりますので、その例会への出席も断われません。お

よそ「アソシエ」の基本条件は例会への出席にあるか

らであります。

いくつかのソサイエティの中でも、私はロータリー

クラブのメンバーであることを、ほんとうに有難いこ

とと感じております。 「奉仕」こそは人生の最大の義

務であり、権利であるからです。しかも、 ロータリア

ンであるために、その奉仕が非常に能率的に、グロー

バルな見地からできることは有難いことです。

蒲郡RCで、私は優秀な名士の方々と知り合うこと

ができましたが、名古屋千種RCでも僅か5年間で数多く

の名士と、 しかも心から打ち解けて話すことのできる多

くの友人ができましたことを心から喜んでいます。

皆さん、例会には少し早めに出席されて楽しい会話

を交わそうではありませんか。

囮竹内(眞)広報・プログラム委員長

“委員長の手引き”なる一片を頂戴した。よく読ん

でみると中々雌かしい。 “ロータリーの使命と方針に

ふさわしいもの”とある。はて、 20年というロータ

リー歴のみは重々しいがマンネリ化して、いつの間に

やら形骸化している自分に気付く。面白いだけでもよ

くない。又徒らに晦澁なものでも理解が行き届かぬ。

ロータリーという見識の団体でのプログラムという事

を忘れてはなるまい。さてそう考えると当会には有識

の強者ばかりである。今は消えてしまったが従前は一

一

ニコボヅクス Iヘグ、ｸ、"、〃、夕、〆、ｸ、夕、グ、ｸ、グ、ｸ、グ、夕、グ、ｸ、
ノ
、

ノ －

、夕皐、夕、"、ｸ、夕、〆、夕、'、グ、夕、"、’、ｸ、ｸ、"、ｸ、
／
、

r史．宮尾紘司；＞名古屋東RC古川善次郎君 折りしも長谷川ガバナー補佐訪 松永正史・宮尾紘司》

； 本日はお邪魔致します。 問に当たりまして、色々と良いお 水野民也・森 幸一ﾗ
ﾒ河村政孝 話を伺って参りました。 西川豊長・奥本文也；
2 退会させて頂きます。 浅井誠寿 大谷和雄・佐野 寛?

； お世話になりました。 梅雨明けはまだまだですが…。 笹野義春．鈴木正男メ
メ澤田淳治 梅雨晴間公円彩を取り戻す 鈴木理之．竹内 眞三ﾗ
ﾒ 麻雀会の取切り戦で優勝しまし 油田 弘佑・萩原喜代子 舎人経昭・山田 壽勝メ

;た｡大口前会長､一年間ごくろう 池田 隆・池森由幸 山本英次・吉田 節美ﾀ
ﾐさまでした。 伊藤健文・加藤大豊 今年度に入って初めて雨の降ら《

〈;小坂井盛朗 河合隆二．菊池昭元 ない例会日となりました。 〈

； 昨日は親クラブ名古屋東RCさ 小林 明．小出 毅 セミも鳴き始めました。 ；
;んの例会に会長~幹事就任のご挨 小杉啓彰・黒須アイ子 深見章 ｜会計 ｜ ミ
2拶に参上致しました。 牧野登志子・松居敬二 夫人誕生日祝い | 57.000円 | :
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囹7月度理事役員会議題

1 . 2003～2004年度予算の件

2．国際博協力積立金の件

3． 20周年余剰金の件

4 . FAX･コピー機の件

5．長期出席規定の適用免除の件

6. 2002～2003年度決算の件

7．青少年交換学生受け入れの件

8．退会者の件

例会変更のお知らせ－－／

名古屋東RC 8/4(月)昭和RC合同ガバナー
公式訪問の為、東急ホテル

名古屋錦RC 8/5㈹例会場の都合により

名古屋南RC 8/6㈱夜間例会の為､河文にて
名古屋西RC 8/7鯛名駅RC合同ガバナー

公式訪問の為、名鉄ニューグ
ランドホテル

名古屋空港RC 8/18(月)ガバナー公式訪問の為
あ まRC 8/18(月)ガバナー公式訪問の為

《 ノ

’次回例会（7月29日） 友愛の日
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