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RotaryNo．35(1983～1984)

第79回例会昭和59年3月6日（火）晴
へ

◇“君が代” “我等の生業”

◇出席報告

会興52名出席35名

出IIF率67.31影

◇前回 2月28ロ （修派出勝率）100影

makeup

深』鰯-'一 （3/3寸III),浜l l". (35' | !),橘水澗

（3/3守1II),林君(3/1jlII"), lill場?l.(2/28*

京四l#j): ;!1合羽･ (2/29和合),懸藤期. (2/29

南)，松l,"i． (3/3守1 1 1),水野(賀)/;･(2/27*

港)，永井ｲ}. （2/24北.)．人I IXi.(2/23端穂),

ld脚荊(3/1*l#j),樅野閥･ (3/2港), ′ﾊ:!%《ハ

（2/’22満北)，鈴木(｣l鳥)満(2/27空港)，谷l l"

（3/3守l l i), ¥,l;"1･(3/1瑞聴）

◇ビジター紹介3街

◇誕生日祝福

浜|」-ﾊﾞ(2/21)，堀場夫人（3/6)‐水野(災)夫
人(3/6)，浜I_i夫人(3'8)

◇ニコボックス

菅原僻（御無沙汰しましたが，工気です《
又II｣内RC合同I撚推会7位でした),浜1 II:

（ホームクラブ御無沙汰しきした)，大芥！！

(*|_1 !II話をさせて砿きます),小坂井./!@ ("

一次オイルショックに巡遇しながら新築した

英舸i潅業本#1:ビルがお隆様で10間ｲ『を迎え，

この秤内外のリフォームを光了しました。又
I方．－ル共31 ．感謝フェア」のご案|ﾉ1を出さ

せていただいて)，怯藤-"(無l,li 1ナでホームク

ラブ火lﾙｾしました)，珈場満（夫人誕'li祝).

水野(蛙)魂.<夫人誕LIを呪) 浜I I/i. (誕'|"1,

夫人誕・'卜祝）

◇竹内会長挨拶

！'1阿残詔孤児の肉溌捜しのために今年もこ

の2ﾉ126rl ,主として東北地〃(I｢職州）か

ら50人の孤児達が故圃の口本の．~-|､fを踏み

ましたc ノゲ|回Iはi卿の果ての内モンゴルからも

数名参加されたようです。今1Iまでに24名身

北が､ﾄﾘIﾘjしたとのことが|'1よりの＃I:びであり

救いでもあります。戦後既に40{| ;を締んとし

て孤児と城いってもそれぞれが!' 'イトとなり，

. ・家の韮人となり，あるいは二l鋤ijとなって差
し､'1って、ﾄ蝿に押しておられるのが実際で

す。しかしそれら人々の心の奥底に|ﾊll#iなく

続いた“瓠郷の念”とか“幻の肉親への思

慕”といった熱い想いをさっしますと． 、11 'ji:
肴でない私としても1人でも多くじ)橘凝りが

成功することを祈って||:みません。

幼ﾘ,l心FI!',j4:群にいわせますと、幼小児期に
はフト “これが|'1分の晩かな？”と脱を礎う

ことがあるものだそうです‐逆に!；うと ‘‘火

は1飛かの御滞胤ではないか”と''腱‘僅するll!f!Wl

があるのだそ．うです。多分それは仙遥もない

幼児願蝿が変じてのことでし}:うが, /i､l''lの

I I 1111"l i .本人(ﾉﾋﾉ!;li l lは紛れもなく 「l l本人で

ある」ことの確紙の上での肉溌捜しです。T
Vでみる彼'聯の,押えば悲揃であり， 4Oｲﾄの雄

jlが肉牙をこのIItから7i'i城せしめぬ限り必ず
』し

縁荷があるものとの'1;･念と一・縦の削みを兄つ

{ナんとする切迫した券州女(に包まれて、作兇
している私|'|身･腕のﾙiiむ魁いで杯でず-

iifl lll,艶避，浄瑠璃，あるいはIIM〈嫌伎聯で

旅＃jしております』イi'職虹の宿は梼様伽lが
知でありましょう。洪徳ﾉ<'i!の岬代，筑紫の
I 1:I ( I1#多）の' ]: !洩臓のj|ll藤兵術肘繁I Iとその

I繁氏（幼腐;｛i埴ﾒL) との物I譜です。この加
藤繁渦，突然にlltのj11蝿を感じてIII家し職j野
IIIに縦ってしまいます。妾はそのあとを辿っ
て旅にlliますがj度雌娠! | !で、擶廓のllil. lill

ﾌﾞｲTU)klllfでｿj j.を'iEみますが，父の幼尚を

とって,ｲ縦ﾒ1,と郡､lけます。イ雌ﾒLが14才に

なってけ-].-で岡野llIへ父を･球ねて訪れます
が： 伽l〃知のように11.5野IIIは女人嬢断ですの

で: I:j:は朧にいて7~i亜ﾒLだけがIIIに鞍りま

す。 /rは螺|111法師（苅偶遊心）と街を変えた
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父とY~i,､i"L(÷会うのですが，その父は度恩

愛の緋を絶った出家の身，火のrをI I Ijijにし

て“そなたの蔀ねる父|<は確かにｲI1化してお

られたが， フ|､した瓶を僻て亡くならオLた”

と諭します。お芝AIIでの泣かせどころ．ハイ

ライI､の場|{liです災の父の顔を知らぬイi砿

メLは父の衞粟り1を〃られぬばか!)か‘だの

父と対llliしながら雫しくl l lをドリます雛で

待つ母:にイi厳ﾒLからの柵ｲli･ですっかり端llll

し，間もなく亡くなりますイi i樋ﾒLは紬I,jif

には父の名乗りのないままに苅4I.fjji,心と ・

締に拝す-のですが．後II!淡はI略しまして． こ

の実の父j.･の対IIIIが“我こそ汝の父なるぞ”

との満乗りがi(｝られぬ故のイi砿ALU)悲劇と父

U)道心の我がj･･と知りながらも窟蛎りl.げら

'iLぬ心' | 'はhI I IIIIばかりかと思ｵ)ず11Mが無くな
るのです‐

さて物誰りでなく蝶詔孤児に関してば「伽
II 11なるjf.IIIiがあるにせよ、 イ01しもｲj.緑の人々
はこの孤児らのll'l･びに！"鵬なく群えねばなり

ません苅'II･'i麺心になってはいけません」と
ノliを火にしてl l 'しI:げたいのです |I'| ; I IU)"
|:llにはゞ未､ﾄIjll1行をrW) ･ i1･50人はｲをil7II
ノI1)1110IIキ､|らにﾉ<阪窄港をたつl lilt783仙で' l 1
I I1へ灰らなげオLばならない， 、肌ﾘ山述の‘雌りば

券る ・ﾉﾉだ。なかにぱ「脱はすでに似､に父(I,l
いている↑間:｣ , |' I1か‘伽:'l.1'iがあって尚艇り川ない
に速いない」とあきらめ父(味のﾉliさえ川てい
る とありました

瞼にl,i,'iいた肉肌に不巡にも会え_ず窄しく州,}
ることになる､|を数の1瓜ﾘﾑの人々にも"II'| 411,

Wi'l!f線の' I IJI 'から仰ぎみられたクッキリと盗
をみせた．パイ |: l l lの|地。そここそ↓'i〃進の故
’'1であることに変りはないのです”とせめて

IIi尚にl llし上げて激励をしたいのです、
ややもすると他人11胃として･必けl1:めがちの

，'津i(/)! | !で. ! | 'RC雅篭の' | ' I I<|残冊孤ﾘL支
援の迎勤の1%1.11j,も'足はそこにありまし,;. "j
微力ながる御協力lliし|:げることでｲY,此R.
C.の父il1ji-》を炎ｵ）しﾌﾆいと・似うのです

◇講演

“_笈哩あれこれ”

会 とi kr叩I唯 ／I．

に鋪1 1ul lll界柔道選手権大会が東京で|)Hかれ

21力|刺の参加があったが，年を追い参加|』1も
端え搬大になってきた。しかし，昭和58ffl l l
に参加した凶際試合は． この大会以外に9u
あるが．あまり芳しい成績とはいえない。ソ
述， クウェート，ハンガリー，チェコ， イタ
リア，四ドイツ，東ドイツ, llt界ジュニア．
"Iリマスターズ国際柔道大会である。延43名
の1 1本選手が出場したが，金メダル16,銀メ
ダル7，銅メダル12の成績である。

I I本は，第3回，第4回枇界柔道崖王権入
会で． オランダのヘーシングに破れ, ll{"139
イドの東京オリンピックでも神永が敗地にま
みれた記憶ば生々しい。曽て1 1本のお家芸で
あった柔道もすっかり外国にお株を像われた
感がある。
llt界的に普及した理由の一つに、第4胆|ブ
ラジル大会（昭和40年）から取り入れられた

"'m制がある。この年は休電制3種目と雌差
別の計4砿であったが，第5胆lアメリカ人公
（昭,Fn42ｲ'4）から．軽愚(63kg以下) , '|"

' | 1 111: (70kg以下) , ! | !III: (80kg以下) ,軽
ml , !: (93kg以~ﾄ) , 竜最(93kg")と無産

Ml1の6繩となった。 「徳性ノ測従。押力練
縢c勝負／理論ヲ世ノir『般ノコトニ応川シテ
物二接シ掛二別1ツテIヨラ処スル所ノガ法二熟
練」した柔遊もスポーツ柔道として糊しまオI‘

ていった。また, 1:l<l際審､ﾄl1規定も辨及yrlll l lの
つであるが, 20秒から30秒のWIに攻盤勤i′「

をとらないと、 「指導」→「汀恵」→「警

告」 ＞「反11ll負け」となる。肘IFの技を利川
することも技のうちであったが，待つことは

’;'|されない。ソ速のサンポ流の関節技とい
い，柔道は次第に変容しつつある。

‐ ‐ 春の交通安全運動のご案内

尋

4月7 1 i (-t) . 1 :30ないし2 : 00PM

|)M始の]惨定でF繩瞥察と協賛して行なわれま’
す /i､l''lは新入学児童の交通安全・暁II姓反｜
の追放・交通マナーの向'二をテーマに開催しI
ますので多数ご出席頂けるようお願いいたし｜
ます‐なお都合の悪い方は代皿の出席をよろ
しくお願いいたします‘

（菊池#|会奉II委興長）

◇2月度理事役員会議題
1新入会輿候補者の件 1満
2． 新人公“候補者承認の件 1橘

3． 上半期決算慨告‘¥の件
4． 緑の交通安全のfl: (4/7(土))

◇(仮)長野北RC発足のご案内

3)1 1 I_l 、長野束RCを税クラブとして
（仮)長野北RCが発足されました。
例会l1 j<IIMIJ 12:30～13:30
例会場ホテル長野IEI際公館

◇次回例会（3ﾉjl3n)

‘溝波 “私の第.の故郷”

米l l l奨学生劉突煥XI-

※次々111I例会は3月201 1の祝l lにあたり休会
となりますのでi,lf波はご．ざいません。

三一

~

’11ﾄII58ililOll . "13

1'l l l l･界侭迩進舛I:A:&

がモスクワ-i リンヒ

ックの褒道公j；)と同じ

「レーニンスタジアュ、

スォ､一ソI:fl!(fで、 47

/JI I<|が参加してil~オ)れ

たこの大会にはl l l l､．

茶裕進Fをはじめ7橘か派遮され， ｜ﾉﾘ階級で
金メダル． _階級で銀メダノレ ・階級で#IIIメ
ダルを推11卜し、 まずまずの成紬であった，

ll{{fl l23ｲ｢に欧州の47blKIで欧州護.i世述WMが
だ足し、 26ｲ|《にはI I<|際兼道述Wと改称｡ l l4x
は捌27ｲ|;に川人が,惚められた。 lll{,ﾄ1131fli5ノI
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