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仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・卓 話 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 河村 金明君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡保広君

前回の、密蔵院での座禅例会では、大変貴重な

経験をさせていただきました。頭から煩悩を消し

去ることはできませんでしたが、なんとなく気分

がすっきりといたしました。

今日は、八月の第三例会の続きの話になります

が、人の記憶はどこまでさかのぼれるかというう

お話をいたしました。私の記憶の中で一番古い記

憶は、山里の小川でカニ（サワガニ）を取ってい

る姿が、僕の中で、一番古い記憶のような気がい

たします。当時、お寺にありました保育園の近く

の小川で遊んでいるのが、私の原風景でございま

す。生まれは、岐阜県の八百津町でございます。

あの香りのいいマツタケの産地で知られておりま

す。今は、杉原千畝の出生地として有名になって

おりますが、それはまだ最近のことでであります。

少しかれのお話をいたしますと、皆さんはすでに

ご存知のことですが、昭和１５年ごろ、

２０１1年１０月７日（金）第２０６４回（１０月第１例会）

当時彼が勤務していたリトアニア領事館で、同国

のユダヤ人６．０００人に日本国のビザを発給し

命を救ったということで、人道的にすばらしい人

だということで、評価を受けております。もしそ

れがなければ、リトアニアで３０万人のユダヤ人

が虐殺されておりますが、その中にこの６千人も

含まれていたであろうといわれております。私も、

杉原千畝と同郷ということで誇りに思っておりま

す。東日本大震災の折に、彼らの故国であります

イスラエルから真っ先に６０名を超える医療団を

派遣してきたのも、そのときの恩に報いるためだ

ということでございます。

話は、前に戻りますが、 昭和１９年生まれで

すから、翌昭和２０年の終戦のことは全く記憶に

ございません。今お話したのは、昭和２４年頃私

の５歳ぐらいのことでございます。街頭では、白

衣の傷痍軍人といわれる人が、アコーデオンを弾

きながら箱を持って頭を下げて見えました。道路

の中央では、ヒロポン中毒のような人がわめいて

いたようなかすかな記憶もございました。まだま

だ戦後の混沌とした時代であったようです。

もう一つ鮮明に記憶にのこっておりますが、岐

阜の山奥ですから、外国人というものを見たこと

がございません。黒い巨大な塊が車からでてきま

したが、それが人間だとはとても思えませんでし

た。あのときの恐怖感はいまだに忘れることがで

きません。進駐軍の黒人兵ということは後でわか

りました。

今日は、第２回目ということで、私の原点につ

いてつたないお話をしましたが、こからも月に１

度ぐらい、記憶をたどりながら時々の出来事を交

えてお話をしたいとおもっております。宜しくお

願いいたします。



幹事報告 幹事 北 健司君

① ケローナ青年大使歓迎会の案内

日時：2011年 10 月 16 日（日）午後 6 時より

場所：ホテルプラザ勝川

出席予定者：風岡会長

② 地区社会奉仕委員長会議開催の案内

日時：2011年 10月 27 日（木）

場所：名鉄グランドホテル

出席予定者：中島宗幸社会奉仕委員長

◎例会変更のお知らせ

羽 島 １０月１８日 (火) １０月１５日（土）

ＲＣ 合同例会の為フォーラムホテル

岩 倉 １０月１８日 (火) １０月１８日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 生涯学習センター

愛知長久手 １０月 1８日(火 ) １０月 1６日（日）１４：３０

ＲＣ 記念例会の為 ブルーノート

岡 崎 南 １０月 1８日(火 ) １０月１８日（火）12：３０～

ＲＣ ｶ ﾊ゙ ﾅ゙ｰ公式訪問の為 ニューグランドホテル

名 古 屋 東 １０月１７日 (月) １０月 1８日（火）１８：００～

ＲＣ 夜間例会の為 八勝館

津 島 １０月１４日 (金) １０月１４日（金）

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為名鉄グランドホテル

名古屋名南 １０月１８日 (火) １０月１８日（火）

ＲＣ 職場例会の為 カネハツ食品

多治見リバーサイド １０月１１日 (火) １０月１２日（水）

ＲＣ 合同例会の為産業文化センター

名古屋丸の内 １０月 1３日(木 ) １０月 1３日（木）15：３０～

ＲＣ 家族会の為 御園座

名古屋城北 １０月 1８日(火 ) １０月１８日（火）

ＲＣ 家族会の為 未定

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○瑞浪ＲＣ 寺倉 勇君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 13 名 出席率84.4%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率96.1%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○久しぶりです。おじゃまします。

瑞浪 RC 寺倉 勇君

○青少年サミットの報告をさせていただきます。

和田 了司君

○和田君の卓話を聞く喜びで。 風岡 保広君

○和田君の卓話をたのしみに！！ 近藤 太門君

○和田さんの卓話、笑わせてくださること楽しみ

にしています。 高橋 理江君

○祝福のお花を頂きありがとう。 磯野 俊雄君

○マリオットでの研修会大変勉強になりました。

宅間 秀順君

○卓話を聞く喜びで。

場々大刀雄君 蓮野 美廣君 林 鑛三君

林 憲正君 林 徹君 伊藤 一裕君

加知 康之君 亀谷 鉦一君 加藤久仁明君

加藤 茂君 貴田 永克君 北 健司君

松尾 隆徳君 名畑 豊君 成瀬 浩康君

野浪 正毅君 大畑 一久君 太田 弘道君

岡田 義邦君 志水ひろみ君 清水 勲君

社本 太郎君 峠 テル子君 塚本 兼光君

梅田 英夫君 屋嘉比良夫君 山田 治君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

卓話 和田 了司君

今年度より新世代奉仕が社会奉仕の一部門からロ

ータリーの掲げるコアな奉仕として５大奉仕の 1

つに格上げされることと成りました。新世代月間

である９月、かつ今年度の早い時期ということで

「地区新世代サミット」が９月３日にキャッスル

プラザホテルで約４００名の登録人数で盛大に開

催されました。

私は春日井クラブの代表として参加させて頂きま

した。ガバナーの心意気を込めたインターアクト

の唄の独唱に始まる開会の挨拶、交換留学生達８

名の報告スピーチを聞き、新世代奉仕活動の理念

「（将来のリーダーを育成するために）実践とその

課題解決にむけて」が、ごく自然に共感でき、５

大奉仕に格上されたその理由を納得しました。

交換留学生の報告スピーチは８名すべての方が

堂々としており、人間的な成長を伺わせる内容で、

かつ若者がもつエネルギー、一途さ、成長の早さ

を実感させられました。内容は受け入れファミリ

ーに対する感謝の気持ち溢れるものであり、受け

入れ地域の若者・他国からの留学生とのたった１

年での交流での友情の深化を感じさせるものであ

ったり、ルールを破る他国からの留学生への不道

徳への反感であったり。フランス語・ドイツ語・

英語等の会話力の上達ぶりであったり、盛りだく

さんでした。

青少年期の最大の能力であることに感動し、自分

を変えてゆける実直さとエネルギーと語学能力の

上達の早さを肌で感じました。「鉄が熱いうちに

鍛て」のことわざではありませんが、５大奉仕に

格上げされた理由を納得しました。

ロータリーの奉仕プログラムは永続的かつ継続発

展できるように仕組を作り、奉仕を通じての自分

自身の気付を促すプログラムに成っているような

気がしてます。



「青少年育成プログラム」の４つの方針は①世界

中の青少年が共に活動する奉仕を創る。（インタ

ーアクト） ②リーダーシップと職業的専門能力

を開発し、奉仕を志向する市民と指導者を育成す

る。（ローターアクト） ③青少年の指導力を助長

し、指導者及び善良な市民として資質をのばす。

(RYLA) ④文化交流の為海外との交換留学により

国際理解と親善を促進する。（青少年交換）

その４つの活動を推進する４つの委員会が課題解

決に繋がるように、理解し合い、かつ強化月間を

踏まえ全会員、ファミリーを交えて情報発信しあ

う場をつくる。それが「地区新世代サミット」開

催の趣旨とのことです。

我が春日井 RC での今年度青少年委員会の活動方

針は①１８歳未満の若者が社会奉仕する提唱クラ

ブの春日丘高等学校のインターアクト活動を心身

及び財政的にこれまで通り名古屋空港 RC・名古屋

城北 RCとで支援してゆく。次代のリーダー育成す

る環境作りの為、高校卒業後のローターアクト活

動の場は未整備ですが、名古屋城北クラブでクラ

ブ・春日丘高校顧問の松本先生が課題として考え

て頂いているようで、それに乗ってゆきたいと考

えております。

②継続的にガールスカウトの奉仕活動を支援して

ゆく。

③現在継承されている諸団体との連携や寄付につ

いて「奉仕活動を通じ将来のリーダーを育成する」

という理念を踏まえて見直してゆく。

以上３点を今年度の方針として梅田先輩と人三脚

で活動してゆきたいと存じます。よろしくご理解

とご意見、ご支援をよろしくお願いします。

(加藤 久仁明君司会お疲れ様です)

(会長 挨拶)

(卓話 和田 了司君)

(卓話のプロジェクター)

(幹事報告)


