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第14回例会昭和57年11月16日（火）晴

ツクポーンになっていると思います。

私が東RCにいるとき，千砿税務署へ若い

エリート砦長が'|砿任して話をililきました。そ

の人は東大を出てすぐ警察庁へ入った優秀な

人物で，若くして警察署長になられました。
丁度その頃東大の学園紛争が起き, I'|分が紛

争解決の指揮をとることになった寄 り|罪の徒

と化した学堆はll"l･台に陣取り，説得しよう

と働きかける弊官や学園当轆省に対.し，石や
丸太や火炎ピンで反抗妨害して止むことがな

かった。多くの負傷者も出た｡ ll鼎汁台で反抗

しているのは|司じH本人であり私の後推たち
である。私には、 それら狂繋化した後張たち

を説得せねばならぬ任務と責任がある。如I1I
に言葉巧みにl l税いてもこのような状況-ﾄで
は, 1Mく卿.を|!iたぬであろう。ときには説得

という名の非常手段も選ばねばなるまい。ま

た警察として東大に向っているが， それでい

いだろうか（‘,j4IMI'|治の侵祥) c一瞬苦悩の

どん底に突き藩された。このllｻの私の心情の
複雑さは兼所に尽し難いものがあった。いか

に処すべきか，二者択一をすみやかに辿られ

た心境。そのll＃私は考えた「1 1本という厩｜

は．－．体何であろうか？」。
米国では， このような決意をするとき国旗
に手をふれて決断（忠誠を舞う）をすること

も日本にない。それとも風土のﾂﾄを考えて肚

を決めるべきか， しかし他1面Iの催lli内でもある

のならそれもよかろう。また懸雌を衿えた。
しかし，それも'1<|会で改訂することもできる

ので拠りどころとして薄弱に思えた。一体[，

本とはなにか，それは国民の大半のものの支

持することを決断の根拠と考えればよいので

ばないか，私はこう考えて， この紛争.解決に

対処したと話されておりました。

私たちは，征、を仕索に本{.|にまた過びと

平穏な時を過しており，若い磐縫の話すよう

な真剣につきつめた心境になることがなく馨

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会員39" llll,'ir 32名

出Iﾙｻ率82.05％

◇前回11月9H (修正出ljf率) 100%

makeup

秋山君(11/12－|上)，深見戒(11/12岡崎南)，加

藤(正)"(11/151 I I),黒野.ﾊﾞ(11/9来京荏原),

松届調.(11/13'､j:III),水野(賀);n･(11/13守|[1),

鈴木洲.(11/12北)，都築渦.(11/13’､]:III)

◇ビジター紹介11瀦

◇誕生日祝福

松居君(11/25）

◇ニコボックス

松店君(iML41"l),菊池期. (スピーチをさせて

頂きます)，安膝料．万川11･ ．水野(賀)弧. 、

成田弧. (11jlﾉ1合同麻総会､11クラブが優勝しま

した）

◇松井幹事報告

1． 例会終J'後臨時総会を1j･いますのでその

ままお残りドさい。

2． 次迩火||rl!II (11月2311)は法定休l lのた

め休会となります。
3. 11J1281 1 (l･ 1) 1l皮単北RC認i莊状伝達式

に鞍録さ;ILた方11時30分より篭録受付.けで

1時より式典が始まりますのでお忘れなく

ご出IIIIW-ﾄさい。

4． 11ﾉ130II(火）例会終了後定例蠅蕊会を1j･

いますので〕剛IWi:｡役員のﾉJはお残り|､．さいc

◇水野(民)会長挨拶

第141n1"ll会のできますことを感謝l llし上げ

きす。先｢Iある木を読んでおりましたとこ

ろ，外国でば， ことにアメリカでは総てのこ

とにGodのため，あるいはGodに対して

との註釈がついておるとill:いてありました。
神は彼等のIIIIil'li的な支柱といいますか，心の

拠りどころ，つまり陸l民に共通した糖神的（
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しているように思います。やはりエリートと

なるような人間は連うと思いました。 このよ

うなことは，皆様にも色々なお考えがあると

存じますが，若い人生経験の短かいあの署長

を，読耆の機会に思い出し， ご紹介させてい

ただきご挨拶とさせていただきます。

◇識演

轌建設業この道34年”

会員菊池昭元君

興奮と感動のあのチャーターナイトも終り

卓話の順番が来ました。話下手な私です， 御

容赦願って暫時話をさせて頂きます。 8月3

日の会合が当クラブの初会合で，初めて合せ

る顔, RIとかガバナー等の意味すら知らな

い私，正直な処とまどいました‘例会も141D|

糸晴しい皆様方と「ヤアー」と言える今日こ

の頃楽しみと自信がつき大変喜んで居りま

す。チャーターナイトはベテランの水野会長

様の適切なる指示とアドバイスを受け，迎営

委員長の皆様が深夜まで連H真剣に熱のこも

った会談の結果が大成功させたのでありま

す。本当に御苦労様でした。裏方の私も準備

片付けに只夢中で汗を流し，やあ－終ったね

と握手をし座り込んだのも感無邑二でした。 さ

て本Hは専門的な事は奥深く沢山ありますの

で，戦中戦後初期の体験話をさせて頂きま

す。私は志願して海軍に2年程在籍しました

が，末期のIIH和20年2月幟須賀海兵団で松根

汕釜建設隊が編成され， 私も兵隊25名程引

率，埼玉県下の各｢ |I町村を巡回し4名1班と

して農協に悩泊7H間の予定で釜の建設をし

ました。釜は鉄製竪形の物が支給され地沁は

1．2ﾉ〃×1.2"J×4ﾉ"水椚用厚3.6鈍の杉板循埋

冷却パイプ用，節を抜いたモーソー竹5ﾉ〃も

の8本， ジョイントは角材を掘って竹を連紬

する。釜の中に松根を入れ火を焚くと発生す

る雄気が， 竹･のパイプを通過する間に冷却，

木端からタールが出る，特攻隊の飛行機もベ

ニヤ板でしたが， ガソリンも気の速くなる様

な話，之も6月には[1｣止して引揚げました。

戦争の負けを感じました。次は戦後復興と蛾

留軍施設の建設です。資材は配給制でセメン

トは自治体のマーク入り，鉄板は2～3枚継

ぎ合せたコールタール嬢り，屋根瓦はセメン

ト瓦等々，土を掘るのはツルハシとスコッ

プ，運搬はモッコ， ノーパンリヤカー，速力．

へはトロッコでした。 自動車は木炭車，坂道

は幾らない， タイヤはキャンバスが出たツル

ツルで雨の日は滑ってﾉとれないc積卸しも手

で， ところが駐荊軍施設工事は特別調達庁か

らアメリカの材料が支給され，敷地工事には

初あて見るブルトーザーを始め大小土木機

械，重量物はレッカ-Ili,土砂運搬はダンプ

カー，吾々1カ月の仕ﾘ下もたった1 1=1位， そ

の機動力と能率のよさに只々驚くばかりでし

た。住宅は蚊近日本の建設省が収入れた2"×

4"式で丸太に穴や， ホゾ，模で継ぐ日本式と
連って総て突付けfI,金物止めで珍しい体験

をしました．その住宅は150坪位の敷地に真

白な1戸建，屋根は赤，緑，青，全面芝張り

植裁低く真白な木柵塀，道路はアスファルト

舗装，緑と白，屋根の色のコントラストが実

に絵になる景勝でした。何を見てもアメリカ

に勝つと見た人は何を見たのでしょうか。 日

本の遅れを痂感した次第です。駐留軍施設工
事も縮減少される噸，住宅公団電源開発を始

ぬ高度継済成長，列島改造論で国鉄新幹線，

有料高速道路．企業の設備投資等，建設フ'一
ム時代が続き，更に超高層ビルへとH本建築

に大飛躍の時が参りました。建設業を進んだ
満雌と希望にもえたのであります~然し良い

事は長続きし芯いもので， オイルショックと

共に建設業にもかげりが来ました。加えて蚊

近の建設業には， ｜｣照権，眺望権， プライベ

ート侵'占苛，屯波障霄， ビル風公害，蝋背振鋤

公害，更に交通W情等々， 昔から「お互い

様」と譲り合う， 辛抱する魂がなくなり，言

い得，言わぬ岨の||寺代となりました。離水的
人権を守るため当然かも知れませんが，建築

をしたら完成する岨には隣の人が諸もしてく

れなくなるという雨も珍しくありません。従

って私達は建築技術以’二の周辺取りまとめの

能力が婆求されるのであります。終りに言行
は四つのテストに照して、 RI会長の“人類

はひとつ，友情の橘をかけよう”のテーマに

添い， そしてylクラブが號々ユニークに発展

する事を祈念し， 私もそのロータリアンの一

人として努力致します。皆様の御指導をお願
いして終らせて頂きます。

◇竹内国際奉仕委員長報告

先日尾張第一分区RC国際奉仕委員長会談

に於て，鮒谷パストガバナーよりお話があ

り， ロータリーの大きな事業の中で財・団寄附
は意義ある活動ですが，寄附状況は減少して

おり当地区から3年後に海外へ派遣する奨学

生が7名から5名に減ることになりましたの

で各クラブにて寄附の増強にご協力願います

ようにとの事でしたので， 当クラブも壮非協

力するようお願い申し上げます。 （ロータリ
ーレートは1 ドル260円です）

◇当クラブ例会変更のお知らせ

12月21H (火）は鞘古屋束RCと合同で年末

会員・家族懇親会の為, 20日 （月）ホテルナ

ゴヤキヤッスルにて17時30分より，
12月28日 （火）は例会場都合の為, 27｢I (H)

愛知厚生年金会鮎にて12時30分よい

◇次回例会（11月23[|）

法定休日の為例会はありません。

◇次々会例会（11月30R)

卓話“雑感”

会員加藤保三君

“わたしとアジア号”

会員青山敏郎君・

会合理事役員会
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