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本日の行事予定本日の行事予定本日の行事予定本日の行事予定    ((((2014 年年年年 12 月月月月 12 日日日日))))    第第第第 2997 回回回回    卓話担当：卓話担当：卓話担当：卓話担当：岡本康義岡本康義岡本康義岡本康義君君君君    演演演演        題：『題：『題：『題：『もうすぐお正月もうすぐお正月もうすぐお正月もうすぐお正月』』』』     合併号合併号合併号合併号    先先先先々々々々回の記録（例会）回の記録（例会）回の記録（例会）回の記録（例会）    第第第第 2995 回回回回 ’’’’14 年年年年 11 月月月月 28 日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ    卓話担当：加藤泰一郎君卓話担当：加藤泰一郎君卓話担当：加藤泰一郎君卓話担当：加藤泰一郎君    講講講講        師：津島市立図書館副館長師：津島市立図書館副館長師：津島市立図書館副館長師：津島市立図書館副館長                            園田俊介氏園田俊介氏園田俊介氏園田俊介氏    演演演演        題：『シルクロードを旅する題：『シルクロードを旅する題：『シルクロードを旅する題：『シルクロードを旅する    ～チベットの残滓を訪ねて～～チベットの残滓を訪ねて～～チベットの残滓を訪ねて～～チベットの残滓を訪ねて～』』』』    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    「手に手つないで」 ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー     山本達彦君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  67 名   11 月 7日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員        20 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   15 名 本日出席会本日出席会本日出席会本日出席会員員員員  50 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会    員員員員   13 名 本日の出席本日の出席本日の出席本日の出席率率率率    74.63％   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率     100％ 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 安江正博君、加藤則之君、後藤務君、高木輝和君、三谷栄一君、山本達彦君、篠田廣君、八谷潤一君、幅辰雄君、服部貴君、野々山勝也君（第 8回役員・理事・委員長会議）、稲垣宏高君、大河内勝彦君(海部地域盛上げ隊打合せ)、服部貴君（台北東ＲＣ創立 51 周年記念例会）、三谷栄一君（第 4期ＲＬＩ分科会パートⅢ）、鈴木吉男君(ネパール・カトマンズＲＣ)、古川弘一君、浅井賢次君、矢田潔君、高木輝和君、宅見康悦君、寺田晏章君、篠田廣君、安江正博君、三谷栄一君、野々山勝也君（パスト会長会議）  会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    安江正博会長安江正博会長安江正博会長安江正博会長    1998 年から 99 年にかけてアメリカ世論は、ビル・クリントン大統領のセックス・スキャンダルで大揺れに揺れました。しかし、歴代大統領がみんな女性に関して清廉潔白だったなどと信じる国民は一人もいないだろう。 

 初代のジョージ・ワシントンは、200 年後に、イリノイ州の黒人一家が大統領と奴隷との間にできた子孫だと名乗り出た。  第 3代大統領トーマス・ジェファーソンは「人は生まれながらにして平等である」と謳ったアメリカ独立宣言の起草者だが、なんと愛娘の召使い15 歳の黒人奴隷を愛人にした。  今なお人気ナンバーワンの第 16 代大統領エイブラハム・リンカーンは、弁護士事務所を開いたとき、共同経営した 9歳年下の男性との同性愛関係がささやかれていた。  第 32 代のフランクリン・ルーズベルトと妻エレノアの夫婦関係は美談に包まれているが、その仲は冷え切っていた。彼は妻の秘書と不倫を続け脳出血で亡くなったときに看取ったのは彼女だった。妻エレノアもＡＰ通信の女性記者と同性愛関係にあった。  第 34 代のドワイト・アイゼンハワーは、「アイク」の愛称で人気抜群だった。彼が准将としてヨーロッパ戦線に派遣された時、若く生き生きとした秘書と愛し合う関係になった。  第 36 代リンドン・ジョンソンには下院議員時代から人妻と秘密の関係があった。ジョンソンはホワイトハウスでも敢然と女性スタッフに夜這いをかけるマッチョマンだった。  歴代大統領のどんなセックス・スキャンダルも第 35 代のジョン・Ｆ・ケネディの前には色あせる。はっきりしている女優だけでも 24 人。「ハリウッドはケネディ家のハーレム」というジョークまで飛ばされた。  極めつけはマリリン・モンローだろう。フランク・シナトラに紹介された二人はたちまち恋仲になり、ホワイトハウスに入ってもカーテンの影で関係は続いた。しかし、孤児育ちのマリリンが温かい家庭を求めて結婚を望んだため、関係が怪しくなった。彼女に絶交を申し渡しに行った弟ロバートが、マリリンの色香に参って関係ができてしまう。またも結婚を望むマリリン。しかし、それはかなわない。自分がケネディ
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兄弟の玩具に過ぎなかったと知ったマリリン「あなたのお兄ちゃんの極秘情報をマスコミにバラす」と脅迫した後、ビバリーヒルズの自宅で全裸のまま急死した．  その日、弟ロバートがひそかにマリリンと会い、何かを捜索した後、ヘリコプターで立ち去っている。彼の秘密行動とマリリンの死は無関係だったのだろうか。ＣＩＡと結託したマフィアが国家最高機密を守るためにマリリンを謀殺した、というのが真実に近い。使われたのはキューバのカストロ首相暗殺のために開発された痕跡の残らない坐薬であった。  ケネディはベッドでの睦言をＦＢＩに盗聴され、弱みを握られて 50 年間もＦＢＩに君臨するエドガー・フーヴァー長官の首を切れなかった。  日頃、フーヴァー長官は「大物ほどベッドでは小物になるものだ」とうそぶいていた。そのフーヴァーは独身を続けたが、実は同性愛者だったことが暴露された…。何もかもが映画みたいであります。   ニコボックス報告ニコボックス報告ニコボックス報告ニコボックス報告    第第第第 2995299529952995 回分回分回分回分    佐藤雅彦ニコボックス委員佐藤雅彦ニコボックス委員佐藤雅彦ニコボックス委員佐藤雅彦ニコボックス委員    加藤憲治加藤憲治加藤憲治加藤憲治君君君君（あまＲＣ）（あまＲＣ）（あまＲＣ）（あまＲＣ） いろいろお世話になっております。特に観光協会、法人会等では格別のご協力ありがとうございます。 安江正博安江正博安江正博安江正博君君君君、三谷栄一君、野々、三谷栄一君、野々、三谷栄一君、野々、三谷栄一君、野々山勝也君山勝也君山勝也君山勝也君 卓話講師に津島市立図書館副館長の園田俊介氏をお迎えして。 安江正博会長安江正博会長安江正博会長安江正博会長 加藤泰一郎君、本日の卓話よろしくお願いします。 伊藤祥文伊藤祥文伊藤祥文伊藤祥文君君君君、伊藤基君、児玉昭君、相羽あつ子君、伊藤基君、児玉昭君、相羽あつ子君、伊藤基君、児玉昭君、相羽あつ子君、伊藤基君、児玉昭君、相羽あつ子君 卓話講師に津島市立図書館副館長の園田俊介氏をお迎えして。 加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎君君君君 卓話を担当します。よろしくお願いします。 浅井賢次浅井賢次浅井賢次浅井賢次君君君君 ①ＩＡＣに出席のメンバーのみなさん、いろいろ議事の中で発言があり、頼もしく思いました。②25 日、京都へ行き、雨上がりの紅葉が素晴らしく、心いやされました。③ニコボックスの皆さんと目が合いました。 片岡鉄片岡鉄片岡鉄片岡鉄君君君君 11月 24日に次男が無事生まれました。 吉田康裕吉田康裕吉田康裕吉田康裕君君君君 今週日曜日、津島の今市場通りで「ＨＩＫＡＲＩアート 2014」を開催します。ぜひ遊びにきてください。 余郷利彦余郷利彦余郷利彦余郷利彦君君君君 ニコボックス委員長の顔を見たら出すことになりました。 浅井彦治浅井彦治浅井彦治浅井彦治君君君君 みなさんに、お世話になりました。 伊藤哲朗伊藤哲朗伊藤哲朗伊藤哲朗君君君君 幸蔵さんにお世話になりました！ 宅見さんに写真をいただきました。 幅辰雄幅辰雄幅辰雄幅辰雄君君君君 伊藤幸蔵さんにご馳走になりました。 水野憲雄水野憲雄水野憲雄水野憲雄君君君君 グァムより無事帰りました。 

伊藤幸蔵伊藤幸蔵伊藤幸蔵伊藤幸蔵君君君君 ヨシヅヤさんの商品券をニコボックスの呼び水として入れてみました。 服部則仁服部則仁服部則仁服部則仁君君君君 ぎりぎり間に合いまして。 杦田勝彦杦田勝彦杦田勝彦杦田勝彦君君君君 ロータリーバッジ忘れました。 松崎安孝松崎安孝松崎安孝松崎安孝君君君君 住田さんに恐い顔をされました。 佐藤雅彦佐藤雅彦佐藤雅彦佐藤雅彦君君君君 先週、お休みをいただきました。 山田章博君、佐藤敬治君山田章博君、佐藤敬治君山田章博君、佐藤敬治君山田章博君、佐藤敬治君、高木輝和、高木輝和、高木輝和、高木輝和君君君君 ウィークリーに写真が載りまして。 田中正明田中正明田中正明田中正明君君君君 とりあえず、その他。 中野義光君、住田由純君中野義光君、住田由純君中野義光君、住田由純君中野義光君、住田由純君 その他。 矢田潔矢田潔矢田潔矢田潔君君君君 今日もニコボックスご協力いただき、ありがとうございます。  卓卓卓卓    話話話話    卓話担当：加藤泰一郎君卓話担当：加藤泰一郎君卓話担当：加藤泰一郎君卓話担当：加藤泰一郎君    講講講講        師：津島市立図書館副館長師：津島市立図書館副館長師：津島市立図書館副館長師：津島市立図書館副館長                            園田俊介氏園田俊介氏園田俊介氏園田俊介氏    演演演演        題：『シルクロードを旅する題：『シルクロードを旅する題：『シルクロードを旅する題：『シルクロードを旅する    ～チベットの残滓を訪ねて～』～チベットの残滓を訪ねて～』～チベットの残滓を訪ねて～』～チベットの残滓を訪ねて～』                           シルクロードが走る中国西北地域。2000 年以降「西部大開発」が急速に進められる一方、漢族・回族・チベット族・ウィグル族・モンゴル族・キルギス族が雑居する地域では様々な問題も起きている。              (1)シルクロードとチベットの歴史  633 年、吐蕃王のソンツェン・ガンボによりチベット高原統一。647 年、吐蕃は北インドへ出兵し、ガンジス川流域を全面的に占領。670 年、吐蕃軍 40万は青海湖付近で唐軍を撃破。以後、唐と吐蕃がシルクロードの覇権を巡って争う（～851 年）。754 年、雲南全域を属国とする。763年、吐蕃軍、唐の都長安(現西安)、およびクチャを占領。779 年、四川省の成都へ進攻、790 年、北庭(現ウルムチ付近)を占領し、天水以西のシルクロード諸都市を全て制圧（～840 年）。 
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 877 年の吐蕃滅亡後も、チベット族はシルクロード周縁に勢力を保持。13 世紀からはモンゴル諸王朝の影響を受ける。1724 年、チベット高原は中国清朝の支配下へ。  1912 年、ダライ・ラマ 13 世を中心にチベット独立。1950 年、中華人民共和国の進攻を受け降伏(亡命政府：1959 年～現在)。 (2)シルクロード(青海路)のチベット遺跡  青海路は 1999 年に 1 か月間かけて踏査。シルクロードの裏街道として 5 世から利用されており、沿線にはチベット族・モンゴル族・回族・漢族などが居住。近年まで開発から取り残された地域であるため、吐蕃時代のものや、後世のチベット族に関連する遺跡が多く残されている。 
� 主要都市…「高原の古城」西寧市。チベット系国家の都にもなった。現在はイスラム教徒が多い 
� 故事…毛利元就の「3本の矢」のルーツは、青海路の故事「19 本の矢」(吐谷渾、426 年）が出展 
� 名所…中国最大の湖、青海湖とその周辺 
� 軍事関係…唐蕃戦争の舞台となった吐蕃の石  堡城、大草原の十字要塞、八角城、明が誇る大城塞、対チベットの洮州衛城ほか        
� チベット仏教…チベット仏教五本山のうち、二寺院(タール寺、ラプラン寺)が青海路周縁  シルクロードのひとつ青海路は、近年まで交通は不便(2006 年、青海チベット鉄道開通)で立ち入り禁止都市も多かったため、全体的な状況はあまり知られていない。今回の報告が、中国の民俗問題を知る上での一助になれば幸甚である。               

 先回の記録（例会）先回の記録（例会）先回の記録（例会）先回の記録（例会）    第第第第 2996 回回回回 ’’’’14 年年年年 12 月月月月 6 日（土日（土日（土日（土）晴れ）晴れ）晴れ）晴れ    ≪クリスマス家族例会≫≪クリスマス家族例会≫≪クリスマス家族例会≫≪クリスマス家族例会≫    場所：場所：場所：場所：ウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスル2222Ｆ「天守の間」Ｆ「天守の間」Ｆ「天守の間」Ｆ「天守の間」    時間：時間：時間：時間：17171717：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  67 名   11 月 14 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員        20名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    12名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員  51名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP会会会会    員員員員    10名 本日の出席率本日の出席率本日の出席率本日の出席率    76.12％   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率     100％ ゲゲゲゲ        スススス        トトトト    名誉会員・津島市長 日比一昭君    超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席    服部則仁君、松本浩義君、猪飼充利君、大河内勝彦君、田中正明君（社会奉仕委員会エコキャップ収集移送事業）、浅井彦治君、稲垣宏高君、水野憲雄君、野々山勝也君、大河内勝彦君、安江正博君（クリスマス家族例会試食会）、 浅井賢次君、山田章博君（名古屋栄ＲＣ公開例会「3.11…あの日を忘れない」）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    安江正博会長安江正博会長安江正博会長安江正博会長    皆さんこんばんは、少し早いようですがメリークリスマス！ 前回この壇上に立たせていただいてから早いものでもう１年経ちました。お陰様で皆様方のご協力により、私の任期もほぼ半分が過ぎました。大方の公式行事は終わってこれからは親睦活動が中心と思いますが、引き続き皆様方のご協力をお願いたします。 今日はお忙しいなかを日比津島市長ご夫妻にもご出席いただきました。また会員の滝川さんもこの日に合わせて、お元気にご出席いただき本当にありがとうございます。 毎年参加者も増え、特に小さいお子さん、お孫さんもたくさん来ていただき大変悦ばしいことと思います。短い時間ですがご家族お揃いでごゆっくりお楽しみください。  懇親会懇親会懇親会懇親会                

その他その他その他その他 

十字形のチベット族要塞 

← 三谷栄一副会長 →  野々山勝也幹事 
吉田康裕君、加藤隆朗君、山田勝弘君、加藤憲治君 （あまＲＣ） 2014年1月以降の入会者5人を紹介し、山田章博君、松本浩義君、飯村理君にご挨拶していただきました。 

司会の稲垣宏高親睦活動委員長 

吐蕃の要塞「石堡城」 
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 乾杯乾杯乾杯乾杯!!!!!!!!    
名誉会員・日比一昭津島市長夫妻 野々山勝也幹事、安江正博会長夫妻 飯村理君 

高木輝和君夫妻 矢田潔君夫妻 浅井賢次君と浅井彦治君ご一家 
住田由純君ご一家 寺田晏章君夫妻 住田正幸君夫妻 

松崎安孝君、余郷利彦君、児玉昭君夫妻 鈴木吉男君夫妻 篠田廣君、古川弘一君 

佐藤敬治君夫妻 滝川林一君ご一家 宅見康悦君、三谷栄一君 
加藤則之君夫妻 伊藤哲朗君夫妻 岡本康義君夫妻 

 クリスマスに間に合ってよかった！ 

オナガ鯛のソテー 海老とカリフラワー etc. 
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Presents by Tsushima Rotary Fellowship 

親睦活動委員会でーす!! 

山田勝弘君夫妻 
中野義光君ご一家 佐藤雅彦君ご一家 浅井彦治君 

八谷潤一君夫妻 加藤泰一郎君とお孫さん達 

伊藤祥文君
猪飼充利君夫妻 堀田力男君ご一家 

加藤隆朗君ご一家 
田中正明君夫妻 

小林啓子君、横井知代君、相羽あつ子君 
寺島淳一君  幅辰雄君 生田達一君夫妻 吉田康裕君ご一家 

飯村理君ご一家 牛フィレのポワレ 
 次男が生まれました 
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次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2998 回回回回    ’’’’14 年年年年 12 月月月月 19 日（金日（金日（金日（金））））        卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：片岡鉄君片岡鉄君片岡鉄君片岡鉄君        講講講講        師：片岡トレーディング師：片岡トレーディング師：片岡トレーディング師：片岡トレーディング㈱㈱㈱㈱                            片岡亜也子氏片岡亜也子氏片岡亜也子氏片岡亜也子氏        演演演演        題：題：題：題：「愛犬との暮らし」「愛犬との暮らし」「愛犬との暮らし」「愛犬との暮らし」    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ■■■■津島東高校ＩＡＣ参加事業津島東高校ＩＡＣ参加事業津島東高校ＩＡＣ参加事業津島東高校ＩＡＣ参加事業            ““““しらさぎしらさぎしらさぎしらさぎ福祉福祉福祉福祉園餅つき園餅つき園餅つき園餅つき””””            とととと    き：き：き：き：12121212 月月月月 16161616 日（火日（火日（火日（火））））13131313 時頃～時頃～時頃～時頃～        ところ：ところ：ところ：ところ：しらさぎ福祉園しらさぎ福祉園しらさぎ福祉園しらさぎ福祉園                        （津島市蛭間町字弁日（津島市蛭間町字弁日（津島市蛭間町字弁日（津島市蛭間町字弁日 177177177177））））    （※メークアッ（※メークアッ（※メークアッ（※メークアップ対象でプ対象でプ対象でプ対象ですすすす))))    

                                                      

           12 月 11 日(木)冷雨の中、桑名ＣＣでゴルフ例会が開催されました。優勝は、稲垣宏高君でした。終了後は京町柿安本店にて忘年会を楽しみました。  次回は１月 22 日です。                      野々山勝也野々山勝也野々山勝也野々山勝也幹幹幹幹事事事事    1. 本日、年次総会をおこないます。 2. 本日、午後 6時より「魚しま」にて理事会メンバーによる忘年会を開催します。ご出席の方はよろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11112222 月月月月 12121212 日（金）第日（金）第日（金）第日（金）第 2992992992997777 回回回回    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    
順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 優勝 稲垣宏高 46 50 96 20 76 2 位 篠田 廣 43 39 82 5 77 3 位 坂井 裕 50 49 99 18 81 
 

クリスマスは家族 例会ですので、これからは ぜひご家族そろって 楽しんでいただきたい。 高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 
ご当地アイドルの海部地域盛り上げ隊 

 僕達のサンタ 似合ってる？ 
 

 

松本です 山田です 
じゃんけんで 3 人に豪華賞品が大当たり!! 


