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友達になろう BEAFRIENDNo. 20

人の交禅曲」をやります。94年1月L1日芸術大

ホールです。 （後で説明いたします）

鈴木正男君吉1I1敬岳君、小杉科、石熟君

家族公色々お世話になり有難うございました。

去る11月20日13:の葬儀に際しましては、多

くの会員皆様にご会葬賜わり、誠に有雌うご

ざいました。又ﾘﾄ務局には大変お世話になり

ました。併せて心よりlifく御礼を申し上げます。

田部井良和君家族会参加できず残念でした。

竹内眞三君パートナーに恵まれてヨメさ

んがロータリーゴルフで優勝させて頂きました。

上野保君加藤大蝋さん先日は有難うござ

いました。

ll1$鹿食べ元気もりもりニコボックス

和田正敏君寒くなりました。池l11さん元

気に出席おめでとう。

吉田敬岳君ご縁をいただいてロータリー

の皆さんを長谷寺にご案内することができ玄

した。親睦委員の持様おつかれさまでした。

釜谷健一君河村政孝君、菊池昭元君､

三好親君、永井正義君少し寒くなりま

した。

小山雅弘君、長門保明君、中山信夫君、

成田良治君、奥村登喜錺君、佐久間良治君、

笹野義春君、鈴木理之君、舎人経昭君、

渡辺辰夫君吉lll敬厩君、小杉称、禰照君、

家族会色々お'11話になり有難うございました。

◇小山幹事報告

1 ．本日例会終了後、理事役員会を|刑催した

しますので理那役員の方は2F橘の間にお集

まり下さい。

2．次回例会終了後、年次総会をl刑伽いたし

ますので、全貝そのままお残り~ドさい。

◇バナー紹介

ブラッセル北RC 吉IH敬揺君

◇鈴木正男君挨拶

弗儀にあたりましてお忙しい所、また休日

にもかかわらずたくさんの方に会葬1l助わり、誠

に有難うございました。心より厚く御礼II'し

雛薫識議重:妻、；
誰淡“･-．隅を照らす”

会典舎人継昭ｲ.↑

議謹顛
◇．‘それでこそロータリー”

◇ビジター紹介 3斜

◇出席報告

会貝 70名 lll 席 59名

出席率 84‘29％

前回 11月22口（修正出席率) 97. 10%

◇ニコボックス

秋山茂則君加藤大蝿さん先日は有難うご

ざいました。

I鵬晩食べ元気もりもりニコ葱ツクス

早退させていただきます。

林淳三君西村さんおllt柵になりました。

池田隆君しばらく御j!!!沙汰しました。

石黒正則君家族会皆様の御協力で無那終

らせて頂きました。吉1l:I敬鵬.醤の温かいお言

葉も心に残りました。木對に有雌うこぎいま

した。

伊豫田博明君母の葬儀には多数の弔問を蝋

きありがとうございました。

小杉啓彰君吉田君おllt話になりました。

三輪康君ホームクラブご雌沙汰しており

ます。

水野民也君先週の火11MI二1はいろいろとお

世話になり誉した。

西村禎二君社会奉仕表彰の皆様をお迎え

して。西野委員長何かと有雌うございました。

西野英樹君優良警察官、優良法務』|;勝向

6人の方をお迎えして。

鶯谷龍男君日腫'1友好のかけ橘として「千
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れた小杉幣彰洲に

改めてお礼をII'しkげます。

今日は、先穐紹介のありました6名の方々

(T種警察署3名、名古屋拘置所3名）を表彰

させていただきました。日頃の御労苦に御礼

を申し上げ、維々御健勝で活躍されること御

期待申し上げます。

"I二1本の治安はl1l界一”ということは、 F1本

人の常識でありましたし、外国旅行から帰っ

てくるたびに、 I]本の治安の良さを実感して

おりました。ところが最近はあやしくなって

まいりました。

大阪府だけでも今年に入って20件を超える

発砲事件がありましたし、千葉県でも15件の

発砲事件があり、誠に昨年の3倍の件数にな

ったということであります。

身近なところでは、この千穂区内で銀行の

文店長が射殺された事件があり、まだ解決さ

れていない現状であります。

全国では今ｲ|:だけで230件を超える発砲事件

が搬告され、その内訳も、暴力団関係者だけ

でなく、般市民を巻き込んだものだと云わ

れています。

国際化が亜要な1I＃代ではありますが、銃砲

と麻薬の国l際化だけは、何としてもくい止め

てもらいたいものであります。

◇識演

“刑務官生活24年”

名古屋拘侭所嫡正処遇官別看守長
稲垣邦孝氏

上げます。

◇伊豫田博明君挨拶

葬儀の|際、会腱、幹事をはじめたくさんの

皆様に会葬してlriき誠に有難うございました。

◇鴦谷君音楽会の案内

“下人の交禅lill"を当社開局20周年記念特別

企山として、来年1/14芸術大ホールにて繊

奨、大合咄致します。スケールの大きい、壮

大なものです。ぜひ皆様芸術大ホールに足を

お逆びドさい。

これを機に商楽を愛する会をつくりたいと

人口イ;と考えています。よろしくこ協力の程

お願い申し上げます。

◇西野社会奉仕委員長挨拶

社会奉仕委興会の'lI業の1つに瞥察将及び拘

瞳所の協賛があります。それに伴い木口、警

察署3名の方並びに拘瞳所3名の方に、円頃の

労を感謝すると共に表彰を行います。

一

◇名古屋拘置所優秀法務事務官

千種警察署優秀警察官表彰

iqI状及び記念品贈呈

鋤ヂスザ

･名II1煽拘慨所
懸爵§

＝

千種警察署

；鱸

本日、伝統ある名古屋千種ロータリークラ

ブに御招待いただき、またただいまは身に余

る表彰状まで賜り誠に光栄に存じますととも

に厚く御礼申し上げます。

借越ではございますが、私の経歴ならびに

職務等を紹介させていただき細I挨拶とさせて

いただきたいと〃じます。

出身は、 ．I上陸禰山です。

ご存じのとおり北はR本海、南は北アルプ

スと自然に恵まれた故郷です。

尚校を卒業までの18年間富山で過ごし、昭

和45年4月1 1 |に名古屋拘樋所徹:理部保安課

に石守として採川され、以後、歴夜助務、警

伽隊、交代勤務、出廷係、営繕担当を経て、昭

以上敬称略

◇水野(賀)会長挨拶

一昨I]は、典窩宗幽山派の総本l l l踵谷､ｻの

参詣と紅染狩りの秋季家族会を行いましたが、

多数の会員、御夫人、御家族の御参"l 1をいた

だき、大変楽しい一日を過ごさせていただき

ました。

・きめ細かな配慮と-|・ 吾分なアルコールを供給

してくれた親峠委員の皆さんに

･*ll l長谷寺について、－時間に及ぶI枇縦と解

説しながら境内を案内してくれた『'i｢1I敬岳君に

・添乗員に卜．見をさせてまで、気配りをしてく

－2－

役職名

}晶任矯正処遇宮
崎lE処遇官
端正処遇′I.；

氏名

松岡 強

稲垣邦孝
井上敏ノt

'肖職

剛右守長
IiIl府守長
涌'1:部及

所属部料

地 域

交 通

活安全

l1

l1

l1

氏名

阪口仁見

古後勝利

柴IH茂幸

官職

縛部ドiii
巡？賊|I長
巡従部長



皆様今日は、只今ご紹介いただきました阪

口でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

先ず自己紹介をさせていただきますが、私

は本州の最南端の串本節にもあります和歌山

県新宮市の新宮高校に学び、伊勢湾台風のあ

った翌年に名古屋に参りました。

警察官になったのは、中学時代から習った

合気道を生かし、少年補導とか何か社会の役

に立つ仕事が良いと考え、受験しました。

さて、皆様に改めてお知らせしたいことは、

本年7月1日から警察法が改正され、地域の生

活安全センターの機能を果たしている「派出

所」については、皆様の間に定着し、国際的

にもよく知られている「交番」という名称で、

11月11:lから言うことになり、市民と警察が

「交流する、ふれあう」所として、交番の機能

を充分に果し、より一層皆様のお役に立つよ

う努力しています。

昨今の社会情勢からくる犯罪も多様化し、ピ

ストルを使用した犯罪やひったくり、恐喝な

どこれから年末にかけて起こりうる事案をど

う防ごうかといろんな手を考えているのです

が、何分にも交番の勤務員数は限られており、

交遊1＃故や110番通報の対応に出ていますと、

仲々満足に機能することができません。そこ

で皆様のお力をお借りして、地域ぐるみの地

域安全活動を推進し、自分達のまわりから安

心で住みやすい街づくりをしたいと思います。

これからも「交番」を地域の拠点してご活用

いただき、こまりごと相談にも微力ではござ

いますが受けさせていただいております。そ

のように思いやりのある優しい地域社会づく

りに努めておりますが、何事も一つ一つかた

づけていけば、いずれクリーンな状態を保つ

ことができると信じ、今後とも皆様のご協力

をお願いし、本日表彰をいただいたことを忘

れずに、努力いたしますので、どうぞよろし

くお願い致します

◇RIニュースより

ロータリー月間にビル・ハントレー会長から

のメッセージ

78年間、ロータリー財団は、世界中に奉仕

の灯をかざし悲惨、苦揃、飢餓という暗黒を

退け、希望と理解の道を脚かせ続けてきまし

た。

11月は、ロータリー財団月間です。この月

IHi中、私たちは、ロータリー財団のどの奉仕
活動が世界理解という目標を推進し、世界各

地に意義深い影響を与えたか－つまり、友達
になろう、を実践できるか、その方法を検討

する機会をもちます。

あなたがロータリー財団の各種プログラム

を検討すると、各プログラムがどのように多

和60年3月16日付けで看守部長に昇任、半田

拘置支所の勤務を3年経験したのち、再び名

古屋拘置所勤務を命ぜられ、本年4月副看守

長に昇進し、現在未決第3処遇係として勤務

しております。

未決第3処遇係は、主に初犯である男子未決

被収容者及び女子被収容者、外国人被収容者

の処遇を行なっています。近年、外国人被収

容者の増加が著しく、その犯罪傾向も以前の

窃盗、難民法違反等のようなものから、強盗、

殺人といった凶悪犯罪の増加が目立っており、

それも、不法就業中に犯罪を犯すといった事

犯が多発しています。

これらの外国人被収容者を|玉|総別に見ます

と、東南アジア、中近東の者が大半を占めて

おります。

私どもが、外国人被収容者を処遇するに当

たって苫労しますのは、言葉の問題、生活習

慣の違い、特に宗教上の問題などがあげられ
ますが、信仰する宗教により食事の中身まで

心配しなければならないことは、さまざまな

人を集団生活させる施設にとっても本当に大

変なことです。

ini会時の片言の日本語はまだしも、手紙な

ど外部のボランティアに翻訳を委託したりと

4．5年前では考えられなかった業務が増加

しています。

自国の司法制度や行刑制度から、わが国の

刑事施設に収容されると、死ﾙl1になったり、虐

待されるのではないかと心桔不安定になって

予測できない行動に走ったりする慮がままあ

ります。そのような時、不自由な会話を通じ

て係が懸命になって理解させるわけです。

厳しい現実ではありますが、これも国際化

する日本社会の一面であろうかと考えられま

すし、ごく小さな場面にすぎませんが、国際

貢献の一端を担っているのだと自分に言い聞

かせ今後も頑張って行く所存です。

とりとめのない話に終わってしまいました

が、今後とも、私どもの鰯正業務により一層

の御理解を賜りますようお願い申し上げまし

て、御挨拶と御礼の言葉とさせていただきます。

へ

一

"女性交番所長としての一口”

干聴警察署地域課本山交番所長
阪口仁見さん

~?…~鳶I讓蕊織蕊篭謝蹴鞠箪懲；狐

酵
遭

層零審か
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争と破壊にうちひしがれた顔だと思いました。

また、無知の顔だと思いました。このような

顔をつくったのは、この世界なのだと思いま

した。丁度そのとき、この子が私を見て、ほ

ほえんだのです。ご存じのように、ロータリー

財団は、食糧も衣料も提供します。3－H補助

金が、村落の再建を援助し、村落は見違える

ようになりました。私が再び見たとき、私は、

平和を、信頼を、愛を見ました。

しかし、結局、これらのプログラムは、財

団の活動の一端にすぎません。プログラムが

本当のロータリー財団ではありません。皆さ

まが財団なのです。皆さまは、戦争で引き裂

かれたレバノンで、ポリオを撲滅し、ウガン

ダでは母親が乳児を育てられるようにし、僻

村の商齢者に人間としての品位を取り戻させ、

フィジーに避難所を建てました。これは、皆

さまが実施してきたことなのです。

これらは、人々と人々をつなぐ行為、世代

と世代をつなぐ行為なのです。大理石から天

使を解き放つのは皆さまです。

1人では、何もできないなどと言わないで下

さい。みんなで外へ出て、ボランティアにな

ることはできません。でもボランティアを支

援することはできるのです。ワクチンを投与

するとき、みんなでその場に立ち会うことは

できません。しかし、私たちの寄付があった

ればこそ、ワクチンを投与できるのです。皆

さまが財団なのです。天使を解き放つのは皆

さまです。

私たちには人類に奉仕した78年の歴史があ

ります。私たちはそれを誇りにできます。そ

うです。皆さまは、皆さまの財団を誇りにす

ることができます。将来、どれだけのことが

できるか想像もできません。

ロータリー財団を通じて、私たちは、すべ

ての人々の本当の友達になることができます。

周知のように、飢餓には国境はなく、誰でも

病にかかるのです。戦争も並命も人間のこと

を考えていません。ですが、ロータリー財団

を通じて、思いやりある世界、優しい世界、希

望と愛情あふれる世界を築くことができるの

を私は知っています。

敬具

伽ビル・ハントレー

い"､

様であっても、すべてが社会への思いやりに

おいて全体として密接な関連があるのがすぐ

分かります。実|際のところ、私たちの財団プ

ログラムには2倍のメリットがあると言って

もよいでしょう。援助を受ける人に役立つば

かりでなく、援助をする側にもためになり、充

足感を与えます。

財団では、奉仕を広げる方策を提供するだ

けでなく、分かりやすい奉仕をします。アイ

ディアそれ自体は食料ではありません。本が

パンの代わりにはなりません。夢で空腹を満

たせはしないでしょう。援助にスローガンは

不要です。

今日、世界は、急速に変化しています。財

団はその変化に追い付いていますか？財団プ

ログラムは、今日の世界のニーズを反映して

いるでしょうか？さらに、財団プログラムは、

世界のロータリアンの気持や心をとらえてい

ますか？

過去は過ぎ去るものなのに、過去にしがみ

ついていて、存続できる組織などないという

ことを決して忘れないで下さい。私としては、

シェア・システムによる改正で変化し続ける

世界に足並みを揃えることができる、と信じ

ています。

ミケランジェロは、かって、路傍で働き、大

理石のブロックを切り取り、彫像を制作して

いました。過行く人が、製作中のミケランジ

ェロを見て、何ができるか想像も付かず、何

をしようとしているのかと尋ねました。倣大

な彫刻家は答えました。「私は、この大理石の

ブロックに閉じ込められている天使を解き放

そうとしているのです｡」

お分かりと思いますが、どのプログラムを

支援しようとも、どのプロジェクトを支援し

ようとも、どのプロジェクトをはぐくもうと

も、それは、人々の理解を深めることに貢献

してているのです。この国を訪問中の奨学生

と握手をするとき、村落に食樋を供給すると

き、目の不自由な人に光を取り戻させるとき、

GSEチームを派遣するとき、私たちは、平和

に積極的に貢献しているのです。このように

して、ロータリー財団という大理石に閉じ込

められている天使を解き放っているのです。魔

法の解決策もないし、突然の発見もない、と

いうことを私たちは知っています。しかし、私

たちは、誤解と不信という境界を取り除こう

としています。

私は、タイにいたときのことが忘れられま

せん。そのとき、私は、生まれたばかりの孤

児を抱いていました。これから、人生をスター

トさせようという、その前に、この子は、捨

てられてしまったのです。その小さな顔を見

ました。そして、これは、おびえている顔、戦

一

へ

◇次回例会（12月13日）

識演“外国人から見た日本人の将来”
南山大学学長

ハンス・ユーケン・マルクス（紹介塩澤君）
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