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本日の行事予定 (2013 年 8 月 23 日) 

第 2935 回例会 

≪会員増強月間≫ 

卓話担当：会員増強委員長 山田勝弘君 

講  師：地区会員増強委員長  

加藤陽一君（瀬戸ＲＣ） 

演  題：「会員増強月間によせて」 

 
先回の記録（例会） 

第 2934 回 ‘13 年 8 月 9 日（金）晴れ 

卓話担当：古川弘一君 

演  題：「8月 15日を迎えて」 
ストレッチ体操 開田広君  

ロータリーソング 「我等の生業」 

ソングリーダー 稲垣宏高君 

ゲ ス ト 2013年度米山奨学生 

       マルディアンシャ・マルディス君 

青少年交換学生 成田浩規君 

         〃  （母）成田美保さん 

ビ ジ タ ー 松岡正浩君（一宮中央ＲＣ） 

       春木和美君（一宮中央ＲＣ） 

       熊澤勝則君（尾張中央ＲＣ） 

       瀧本 守君（尾張中央ＲＣ） 

会 員 総 数 67名     7月 19日例会分訂正 

出席免除会員 20名     欠 席 会 員   14名 

本日出席会員  41名     MAKEUP会 員    7名 

本日の出席率 61.19％  訂正出席率 96.77％ 

超 過 出 席 鈴木吉男君、寺島淳一君(稲沢ＲＣ

創立 50周年）、鈴木吉男君、寺島淳一君、安江正

博君、滝川林一君、加藤則之君、横井知代君（第

1 回新世代委員会）、鈴木吉男君、寺島淳一君、

田中正明君（近代海部誕生 100周年打合せ） 

 
幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. 一宮中央ロータリークラブの松岡正浩会長エ

レクトと春木和美幹事が西尾張分区合同ゴル

フ競技会のご案内にお越しになっています。

のちほどご挨拶をいただきます。またそれに

伴い本日ゴルフ競技会のご案内を配布させて

いただきました。ゴルフ部会幹事の浅井彦治

君は本日お休みですが多くの皆さんの参加を

お待ちしています、と伝言をあずかっており

ます。 

2. 尾張中央ロータリークラ

ブの熊澤勝則会長と瀧本

守 30 周年実行委員長がお

越しになっています。のち

ほどご挨拶をいただきま

す。 

3. 米山奨学生のマルディス

君に出席していただいて

おります。のちほど会長より奨学金をお渡し

していただき、近況報告をいただきます。 

4. カナダに留学する成田浩規君とお母さんに出

席していただいております。8月 22日午前 8：

20 セントレア発の便にて、カナダに出発いた

します。のちほど出発前の心境報告をしてい

ただきます。また、出発に先立ち、8 月 19 日

午後 6：00 より第 2 サンガーデンパーティー

ルームにて成田君の壮行会が開催されます。 

5. 石原総合法律事務所の杦田勝彦（すぎたかつひこ）

さんから入会の申し込みがありました。推薦

人は浅井彦治君と野々山勝也君です。先週の

理事会で承認されました。推薦に対してご異

議のある方は本日より 7 日以内に理由を記載

した書面を、事務局が夏季休暇に入るため幹

事の私まで提出して下さい。 

6. 8 月 10 日 9:00～津島市立図書館にて「第 13

回天王こども塾」が開催されます。 

7. 8 月 20 日 2：00～津島市立図書館にて、あま

ＲＣと合同で「近代海部郡誕生 100周年事業」

の打ち合わせがおこなわれます。 

8. 8 月 22 日カナダからの留学生ジェシー君が午

後 7：05セントレア着の便で来日します。 

9. 先週も報告しましたが、事務局の夏季休暇が

前後の土日も含め明日 8月 10日～8月 18日ま

でとなります。緊急の連絡は幹事の寺島まで
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お願いします。また、8 月 16 日(金)は定款 6

－1(C)により休会となります。次回例会は 8

月 23日になりますので、お間違えのないよう

お願いします。 

以上です。よろしくお願いします。 

 
ニコボックス報告 第 2934回分 

堀田力男ニコボックス委員長 

松岡正浩君、春木和美君（一

宮中央ＲＣ） 本日は、西尾

張分区合同ゴルフ協技会のお

願いに参りました。貴クラブ

の例会に出席させていただき

光栄です。 

熊澤勝則君、瀧本守君（尾張

中央ＲＣ） 本日はお世話になります。よろしく

お願いします。 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会長、寺島淳一幹事 

①一宮中央ＲＣの春木和美幹事、松岡正浩君、尾

張中央ＲＣの熊澤勝則会長、瀧本守君、米山奨学

生のマルディス君、青少年交換留学生の成田浩規

君とお母様をお迎えして!! ②明日より夏季休暇

に入ります。暑さに気をつけておすごしください。 

浅井賢次君 ①毎回会場監査にご協力下さい。感

謝して居ります。写真が載りました。②この所ウ

ォーキングを続けただけで黒い顔がますます黒く

なって来ました。健康のお陰です。③古川君の卓

話ご苦労様です。昔話を楽しみにして居ります。 

加藤則之君 ①本日、青少年交換留学でカナダへ

行く、成田浩規君とお母さんをお迎えして。②明

日、夕方藤浪中学校で中央商店街主催の『遊すず

みフェスタ』を行います。皆様是非おこし下さい。 

古川弘一君 本日卓話を担当いたします。 

高木輝和君 一宮中央ＲＣと尾張中央ＲＣの善男

善女をお迎えして。 

寺田晏章君 松崎先生、親子で大変お世話になり

ました。 

松崎安孝君 ①加藤泰一郎さんにお世話になりま

した。②加藤隆朗さんに写真をもらいました。 

水野憲雄君 岡本さん協力ありがとう。ニコボッ

クスたすかっています。 

山本達彦君 岡本さんに口説かれました。 

開田広君、篠田廣君、安江正博君、稲垣宏高君、

佐藤敬治君、伊藤雅昭君、梶浦興蔵君 青少年交

換留学生の成田君とお母さんをお迎えして。 

幅辰雄君、宅見康悦君、小林啓子君、住田由純君、

後藤務君、高木輝和君 米山奨学生のマルディス

君をお迎えして。 

堀田力男君、伊藤哲朗君、坂井裕君、八谷潤一君、

大河内勝彦君、前田昭生君、加藤隆朗君、三谷栄

一君 ウィークリーに写真に載りました。 

田中正明君、加藤隆朗君、生田達一君、岡本康義

君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：古川弘一君 

演  題：「8月 15日を迎えて」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68回目の終戦記念日を迎え、敗戦当時を振り返

りお伝えします。 

 1945年(昭和 20 年)8月 15日、日本はポツダム

宣言を受諾し終戦を迎えました。 

 大日本帝国最後の日、満州遼陽の夜空は燃え上

がり、憲兵隊、警察署、特別警察の焼き討ちから

始まり、町中に騒音が渦巻き、あちこちで略奪が

起こりました。一夜明けると町は変貌し、目の前

に広がる光景は、昨日までのそれとは天と地の差

でした。日本人が造った神社、仏閣、忠霊塔、奉

安殿、すべて破壊されたのです。 

 満州国は大和民族（日本人）、満州族、漢族、朝

鮮族、そして蒙古族の五族共和の国でした。その

中で日本は一等国として存在していましたが、そ

の姿が一変したのです。戦争に負けると大変革が

起こるのです。 

 数日がすぎますと八路軍（現在の中国共産党）

が入ってきました。彼らは山に活動拠点を置く軍

隊なので、行進は一列縦隊で、国防色の綿の服を

まとった体には銃を始め、スコップ、鍋釜とあら

ゆる物を携えておりました。銃は殆どが日本製三

八式でした。やがて、空地の広場で人民裁判が始

まりました。紡績会社の社長さんを始めとする資

本家、警察官、憲兵隊が首から看板をぶらさげら

れ、さんざん罵られると次々に殺されていきまし

た。憲兵隊長、特高警察と警察署のトップは自害

しました。八路軍が撤退する時、彼らはインフラ

設備の殆どを破壊していきました。鉄橋の爆破な

ど、蒋介石の侵入を防ぐためです。 

 次にソ連兵がやってきました。日本の司令部は

武装解除させられ、部隊本部は占拠されソ連の駐

屯地となりました。彼らが始めたことは、三菱重

工、日立、藤倉ゴム、満州紡績などのあらゆる満

州の工場からの工作機械の持ち出しでした。シベ

リア鉄道を使い、ソ連本国に持ち去るのです。日

本人は毎日、その撤去作業に奴隷のように使われ

ました。労働賃金はソ連の軍票で支払われました

が、所詮、軍が撤退すれば使えなくなる紙切れで

した。ソ連軍より日本居留民団から女性を何人か

出せとの命令があり、女性の特攻隊を作るも、往

路はジープで迎えに来ましたが、復路は歩いて 8
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キロの道を帰るあり様でした。 

 4、5ヶ月後、蒋介石の中国国民党の新六軍が入

城し、ソ連軍が撤退する中、何から何までアメリ

カ製で武装した新六軍の使役が始まりました。来

る日も来る日も、八路軍が爆破していった鉄橋の

大きくて重い広軌の枕木を井桁に組み補修するの

です。現場では銃を持った兵隊が見ているので、

一時も力を抜くことはできません。食事は高梁と

いう粟や稗よりまずい真っ赤な実を炊いたものを

大型バケツで、おかずに岩塩で漬けた大根が与え

られました。「日本の軍隊は使って銃殺した。然し

中国軍は殺しはしない」と中国人は明言していま

した。帰国までに毎日が使役でした。 

 北満州に日本政府により国策で駆り出された開

拓義勇団の家族の悲劇がありました。終戦時、男

は軍隊へ、残された女、子供はソ連兵や中国人に

強姦暴行を受け殺されることもありました。着る

物もなく、麻袋の上と横を切って上衣の代わりに

しました。食べ物も殆どなく、赤ちゃんや子供は

やせ細り死の寸前でした。ある母親は赤ちゃん可

哀さに、瓶のかけらを布で包み石で叩き粉にして

吸わせました。間もなくその赤ちゃんは内出血を

起こし死んでいきました。5、6歳の子供は中国人

に託されました。親の思いはいかばかりか、戦争

に追い詰められ、狂気の沙汰としか思えない現実

があったのです。 

 最後に、人間の生命力について、私は心より絶

賛いたします。極限状態に置かれても、命を持っ

て祖国日本に帰りたい一心で草を食べても生きら

れる、汚水を飲んでも病気にならない。正に、気

力と生命は通じているのです。 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新世代委員会「第 13回天王子ども塾」 

「キャッスル・ワールド『信長探検隊』 

～勝幡城跡、清洲城を訪ねて～」 

8月 10日（土）、津島市立図書館を拠点にして、

天王文化塾（塾長・黒田剛司氏）との共同主催で

「第 13回天王子ども塾」を開催しました。 

定員 30名に対し、地域の小学 4～6年生 36名の

応募があり、当日は全員出席しました。 

あま市教育委員会次長の浅井厚視先生、大学生

ボランティアの森先生から織田信長や安土桃山時

代の話を聞き、チャーターバスに乗って清洲城、

愛知県清洲貝塚山貝塚資料館、勝幡城跡を見学し

ました。また、信長の絵を描いたほか、城のキッ

トを家に持ち帰って各自が工作することになりま

した。参加した子どもたちからは、とても楽しく

て、満足したという感想が多く寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 13日付中日新聞

尾張版に記事が載り

ました。  → 

        
 

一宮中央ＲＣの松

岡正治会長エレク

トと春木和美幹事

に、分区ゴルフのご

案内をしていただ

きました。 

また、尾張中央ＲＣ

の熊澤勝則会長と

瀧本守 30 周年実行

委員長がご挨拶。 

鈴木会長よりマルディス君

に、8 月分の米山奨学金を

お渡ししました。  → 

←浅井厚視先生 

 

13 名の会員

が出席して一

緒に学習しま

した。↓ 

加藤則之新世代委員長、鈴木吉男会長の挨拶 



     

 

- 4 - 

第 2935 回例会                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新世代委員会・青少年交換派遣 

①ゲスト出席 

 8 月 9 日(金)の

例会に青少年交換

学生の成田浩規君

とお母さんが出席

し、22日にカナダ

への留学のため出

発することを報告

しました。 

 

②市長表敬訪問 

8月 9日（金）、

青少年交換学生

の成田浩規君、そ

してお母さんと

一緒に、津島市役

所へ表敬訪問し

カナダへの出発を伊藤文郎市長に報告しました。 

 

③壮行会  

8月 19日(月)午後 6時から、サンガーデンのパ

ーティールームにて、成田君の壮行会を開催しま

した。成田君のお母さんもお呼びし、12名の会員

が出席、次々に感動的な歌や言葉が贈られ、壮行

会が盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④出発 ― セントレア 

 8 月 22 日(木)8：20、成田浩規君は成田に向け

てセントレアを経ちました。その後、成田 16：30

発、シカゴ経由でカナダの REGINAに向かいました。

成田君のご両親と地区関係の方、加藤則之新世代

委員長、そして豊田高専同窓生の伊藤幸蔵君がお

見送りしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新世代委員会・青少年交換受入 

 青少年交換学生として、津島ＲＣがホストをつ

とめるカナダの Jessie  Lafrance-Robineau 君は、

8 月 21 日の午前 9：25（現地時間）にカナダを出

発し、日本時間 8月 22日午後 7時過ぎにセントレ

ア空港に到着しました。 

 同じ日の朝と夜に、成田浩規君との派遣と受け

入れの“交換”となり、津島ＲＣ関係者のほか、

地区関係の方もお迎えに駆けつけました。11月末

まで横井啓泰さん宅にホームステイします。 

約 1年間、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by NORIYUKI 

↑清洲城見学 

竪穴住居見学→ 

 

←成田浩規君とお母

さんのデュエット 

Photo by T.Y. 

Photo by MAKOTO 

篠田廣直前会

長も、夏休みで

アメリカから

帰国している

娘の麗ちゃん、

萌ちゃんと一

緒に授業に参

加しました。 

 

Photo by T.Y. 

Photo by NORIYUKI 
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次回例会 
第 2936 回 ’13 年 8 月 30 日（金） 

卓話担当：伊藤雅昭君 

講  師：インド舞踊家 

     小久保シュヴァ氏 

演  題：「インド文化を楽しく学ぶ」 

 
  

お知らせ 

■社会奉仕委員会 

と き：9月 2日（月）18：30 

ところ：夢菓子家 

 

社会奉仕委員会 

①浮世絵贈呈（津島市役所） 

8月 9日（金）、津島市役所を訪問し、浮世絵（江

戸中～後期の尾張藩士の高力種信が描いた天王祭

版画）を寄贈しました。8月 15日付中日新聞尾張

版に記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新地区補助金事業 

 津島ＲＣと

あまＲＣが共

同で新地区補

助 金 に よ る

「近代海部郡

誕生100周年」

事業を行いま

すが、そのひ

とつとして、

10 月 19 日に

「海部津島歴

史検定」を実

施します。 

8 月 22 日

付の中日新

聞尾張版に

記事が掲載

されたほか、

西尾張ＣＡ

ＴＶ（クロー

バーＴＶ）の

番組ガイド 9

月号の裏表

紙にも検定

の案内が掲

載されまし

た。 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

名古屋でこの夏一番の暑さ、最高気温 38℃を超

えた 8月 22日(木）、炎天下の桑名ＣＣで津島ＲＣ

ゴルフ例会が行われました。熱中症に気を配りな

がら、みんな元気に頑張り、優勝は 7 月に引き続

き、浅井彦治ゴルフ幹事でした（なんでかな？）。 

9月は 19日(木)に開催予定です。 

また、10 月 23 日（水）には、西尾張分区合同

ゴルフ競技会が岐阜関カントリー倶楽部で行われ

ます。どなたでも参加できますので、たくさんの

お申し込みをお待ちしています。ゴルフ幹事まで

ご連絡ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

伊藤文郎市長と

鈴木会長 ↓ 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 浅井彦治 43 42 85 14 71 

2 位 坂井 裕 43 47 90 18 72 

3 位 高木輝和 45 46 91 18 73 

 

Photo by H.ASAI 
↑中日新聞尾張版 

↑クローバーＴＶガイド 9月号 
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ロータリー新会長 

バートン氏の横顔（続き） 

 

「大学卒業から 1 週間で、オクラホマ大学の会計

士のナンバーツーになったわけです」とバートン

氏。ロースクールでの最初の 1 年間はこの仕事を

続けていたところ、ほどなくしてオクラホマ大学

財団の会計士が辞めたため、その後任としてバー

トン氏が推薦されることになりました。「卒業し

たとき、ロータリー地区のパストガバナーだった

上司から、オクラホマ大学財団に残るように頼ま

れました。自分が退職したら私を後任に選ぼうと

考えていたようです。1978年、私は彼の後を継い

で理事長となり、2007年に退職しました。おとぎ

話のようですが、これが私のオクラホマでのキャ

リアです」   

未来の妻となるジェタさんとの出会いについて

は、「適切な場所」にはいたものの、タイミング

は少しずれていました。ベビーブーム世代の先駆

けだった二人は、同じ年に、同じ病院で生まれま

したが、バートン氏のほうが、ジェタさんよりも

3 カ月早く生まれました。幼少期から共通の友だ

ちがいましたが、二人が実際に出会ったのは、高

校に入り、同じ楽団に所属したときでした。3 年

生だったバートン氏はトロンボーン奏者、2 年生

だったジェタさんはバスーン奏者でした。1962年

9月 18日に初デート、そして大学在学中に結婚し

ました。  

結婚して 45 年、娘 1 人と息子 1 人、そして 3

人の孫に恵まれました。ジェタ夫人との結婚生活

は、まさにパートナーシップのようなものであり、

特にロータリーではその「パートナーシップ」が

大切だったと、バートン会長は強調します。   

「ジェタは私の一番の批評家だった」と会長。「私

のスピーチが自然で説得力があるかどうかとか、

そのほかいろいろなことで、いつも率直な意見を

くれました。会長エレクト研修セミナーの時代か

ら、地区協議会や地区大会まで、ずっと支えてく

れました。妻の支えがなければ、今日私はここに

いなかったでしょう」  

ロータリー・ファミリーが果たす重要な役割は、

会長の信念の中心にあります。「私たちがロータ

リー・ファミリーについて話すとき、それが広報

の一部であることはわかっています。しかし私に

とって、ロータリー・ファミリーはとても大切な

ものです。自分の家族にロータリーにかかわって

もらい、しかも心からそれを願えば、（ロータリ

ー・ファミリーは）世界に広がります。それこそ

がロータリー・ファミリーであり、それこそが社

会奉仕です」  

ロータリーのリーダーとなって以来、特に、各

地を旅し、さまざまな国のロータリアンに出会っ

たこれまでの 1 年間には、ロータリーという組織

の多様性と、広がりつつあるその可能性を意識す

るようになりました。「世界中のロータリアンと

話したことで、異なる考え方に対してもっと寛容

になれたと思います」とバートン会長。「ほかの

やり方があり、文化や個人によって違いがあるこ

とを学びました。しかし、基本的な信条は、どこ

の国であろうと、このような違いを超えて共通し

ています。組織の高潔さは、地域ごとに変わるも

のではありません。ただし、そのことを実証し、

強調するために、ロータリーはもっと努力する必

要があると思います」  

国際ロータリーとロータリアンの関係について、

バートン氏は確固とした考えを持っています。「国

際ロータリーは、ロータリークラブの連合体以外

の何ものでもなく、事務局はクラブを手伝うため

に存在します」とバートン氏。「国際ロータリー

の仕事は、クラブを支援すること。そして、実際

に活動するのはロータリアンです。それを忘れて

はなりません。事務局はまた、神聖な場所であり、

会長室と同じように、尊重しなければなりません。

私たちの仕事は、ロータリアンに行動を促し、シ

ニアリーダーを集めて行動を呼びかける拠点とな

ること、そして、クラブと地区を支援することで

す。ただし、国際ロータリー自体がロータリーの

目的ではありません」   

バートン会長は、自らが始めた「ファーストク

ラス」キャンペーンを成功させることに熱意を注

いでいます。このキャンペーンは、2013-14 年度

を、全地区ガバナーと全クラブ会長がロータリー

財団に寄付をした初の年度とすることが目標です。

「既に 340 万ドルが集まっていますが、現在まで

に寄付をしてくださったクラブ会長は、7,806 人

にとどまっています」と会長。「一方、ロータリ

ー史上初めて、全ガバナーが既に財団に寄付して

くださっています」  

寄付増進の成功は、オクラホマ大学財団での 30

年にわたるキャリアを特徴づけるものでもありま

す。理事長在任中、大学財団の資産は、1,750 万

ドルから 8 億 9,000 万ドルにまで成長しました。

しかし、この功績は、彼が誇りとする達成事項の

短いリストには載っていません。  

「私が誇りとしていることが、2 つあります」と

バートン会長。「一つは、資金を常にしっかりと

管理し、使途不明のお金が 1 セントもないこと。

そしてもう一つは、退職から 5 年経った今も、当

時働いていた人たちが全員残っていること。これ

は、私のやり方が間違っていなかったことの証だ

と考えています」 （後略） 


