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仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

歓迎

本日のプログラム

司会 岩田 貴子君

・点 鐘 名古屋城北ＲＣ 多田 通夫君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「我等の生業」「四つのテスト」

・ビジター紹介 名古屋城北ＲＣ 小塚美知子君

・歓迎挨拶 春日井ＲＣ 風岡 保広君

・会長挨拶 名古屋城北ＲＣ 多田 通夫君

・幹事報告 春日井ＲＣ 北 健司君

名古屋空港ＲＣ 武田 英昭君

名古屋城北ＲＣ 岩田 佳之君

・委員会報告

出席報告 春日井ＲＣ 蓮野 美廣君

名古屋空港ＲＣ 栗田 和典君

名古屋城北ＲＣ 林 學君

ニコボックス報告

春日井ＲＣ 中川 健君

名古屋空港ＲＣ 増田 勝君

名古屋城北ＲＣ 長谷川幸正君

２０１1 年１０月２５日（火）第２０６６回（１０月第３例会）

笑顔をわすれずおおらかに

第 2760地区

松前 憲典ガバナー

・食事・歓談

・卓 話 2760地区ガバナー 松前 憲典君

・お礼の言葉 名古屋空港ＲＣ 竹尾 悟君

・点 鐘 名古屋城北ＲＣ 多田 通夫君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡保広君

ケローナ・サンライズＲＣからの親書

ケローナ市のＲＣ、特に、私共サンライズＲＣよ

り、この度の青年大使の訪問を通じ貴クラブと交

流させて頂けることに、感謝を申し上げます。

過去 11 年にわたり、ケローナ市の青年大使たち

が、貴クラブや春日井市民の皆様、春日井市から

受けましたおもてなしは、素晴らしく模範的なも

のでした。今回、春日井を訪問するレディ・オブ・

ザ・レイクのアレックス・バーンハムさん、ケロ

ーナプリンセスのエリン・ヴァン・ザイダベルト

さんには、私達から皆様のお幸せお祈りする気持

ちを、伝えて頂事となります。尚、私達のクラブ

から貴クラブへ心ばかりのお品を贈らせて頂きた

いと思います。ロータリークラブの名の下で皆様

方がなさってきた全てのことに対する感謝の気持

ちとして、お受け取り頂きたく思います。以前に

訪問させて頂いた大使たちは、今もなお大きな感

謝の気持ちを口にしており、今年の大使たちも、



今回の訪問を言葉にならないくらい喜んでおりま

す。

貴重なお時間を共に過ごし、日本の文化をご紹介

下さることに、感謝申し上げます。第 35 回春日

井まつりのご成立を心よりお祈り致しております。

幹事報告 幹事 北 健司君

第 4 回理事役員会

審議事項報告

9 月一般会計報告 承認可決

協議事項報告

東日本大震災義捐金の件

◎例会変更のお知らせ

豊 田 東 １１月９日 (水) １１月１２日（土）8：00

ＲＣ 少年野球大会の為 三好公園野球場

多 治 見 西 １１月１７日 (木) １１月１７日（木）

ＲＣ 家族旅行の為 日間賀島

名古屋千種 １１月８日 (火) １１月８日（火）

ＲＣ 家族会の為 未定

江 南 １１月 1０日(木 ) １１月５日（土）

ＲＣ 観劇会の為 江南文化会館

名 古 屋 北 １１月４日 (金) １１月２日（水）

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為東急ホテル

犬 山 １１月８日 (火) １１月５日（土）

ＲＣ 記念式典の為 名鉄犬山ホテル

名古屋名北 １１月９日 (水) １１月９日（水）

ＲＣ 合同例会の為アパホテル名古屋

◎ゲスト紹介 会長 風岡 保広君

○ケローナ青年大使

アレックス・バーンハム

（レディ・オブ・ザ・レイク）

エレン・バァン・サイダベルト

（ケローナ・プリンセス）

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 13 名 出席率80.9%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率94.1%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○結婚 60 周年を迎え益々元気。 山口 由起君

○結婚記念の祝福を頂いて。 社本 太郎君

○結婚記念のお祝いありがとう。 磯野 俊雄君

○チョコットだけ良い事がありそうです！！

中島 宗幸君

○結婚記念のお祝いを頂いて。 小島 啓冶君

○祝福を受けて。 伊藤 正之君

○夫人誕生を頂いた喜びで。 清水 勲君

○ケローナ青年大使をお迎えして。風岡 保広君

○ケローナ青年親善大使の皆様ようこそ春日井へ

お越し下さいました。 峠 テル子君

○結婚記念を祝福してありがとうございます。

塚本 兼光君

○ ケローナからのお客様を歓迎して！！

近藤 太門君

○皆様の耳をワズラワシます。 足立 治夫君

○足立先生の話を聞く喜びで。 亀谷 鉦一君

○足立先生の卓話を楽しみにしています。

高橋 理江君

○いつもホテルを利用ありがとう。足立さんの卓

話楽しみにしてます。 早川 八郎君

○卓話を聞く喜びで。 加藤 茂君

志水ひろみ君 名畑 豊君 林 鑛三君

林 憲正君 伊藤 一裕君 浅井 瀧治君

林 徹君 蓮野 美廣君 長谷川英輝君

成瀬 浩康君 山田 治君 小島 啓冶君

北 健司君 場々大刀雄君 和田 了司君

岡田 義邦君 新美 治男君 屋嘉比良夫君

太田 弘道君 加知 康之君

卓話 足立 治夫君

今日、８３才の誕生日を迎え、御祝をいただき

有難うございました。心より感謝して居ります。

８０才を越えたのに、馬鹿のせいか或は職業柄 ”

未だ仕事をせねばならぬ”と云う意識が底流にあ

って ”老”の意識がありません。御祝の代りに、

今日のスピーチをせよと命じられ、ロータリー会

員になって４０年自己紹介に初まって、私の友人

の癌研究専門家の”癌の話”庭園研究家の沢田天

瑞教授の”庭園の話。私自身”見所（ｹﾝｼｮ）より

みた能” ”新劇の歴史” ”武士道”に始まって”

何回も致しましたが、もう種もありません。皆さ

ん、教養は読書で補って下さい。職業柄私の専門

の病気の話も、今は毎日の新聞テレビ、ジャーナ

リズムで報ぜられ、鬱陶しいので、ロータリーの

例会では止めた方がいいと思いました。自己紹介

は入会して２年目の昭和５０年に致しましたが、

当時の会員も殆んど入れ替り、日本経済新聞にあ

る様な”私の履歴書”を年のせいもあって披露し、

反省し、会員の前に裸になって交際（つきあ）っ

ていただきたいと思いました。余りにもジェネレ

ーションギャップがあって迷惑とは思いますが、

今日は時間の余裕が無いとのことでしたので、私

の幼少年時代迄の事を話して、その責をとりたい

と思います。只、今８３才を振り返ってつくづく

心に浮んでくるのは”人間,万事'塞翁が馬”と云う

名句です。私は 1928 年（昭和 3 年）西枇杷島町

（今の清須市の一部になって居ります）に、４９

才の父と３６才の母の間に生を享けました。”貧乏

人の子沢山”と云う言葉があります様に、当時Ｂ

ｉｒｔｈＣｏｎｔｒｏｌと云う言葉も普及されて

居らず７人兄弟の４男末子として生まれ、生まれ



た当時は、もうこれ以上生れては困ると思ったの

でしょう。それで治（おさま）る様にと治夫と命

名されました。苦し戦後であれば日の目を見る事

は出来なかったでしょう。生まれた当時は今の欧

州不安と同じ様な、アメリカの大恐慌の前夜でし

た。私幼少年時代はＤｉｐｈｔｈｅｒｉｌ、ハヤ

テ等小学校へ行く以前は、小児の伝染病に侵され、

何度も引導を渡されたそうですが、小学校入学し

てからは、小柄であり勿ら、風邪を時々引く程度

でした。入学前までに記憶している自然災害は、

昭和９年の室戸台風で、非常に怖かったような記

憶があります。昭和９年に、ドイツのハーゲンベ

ックのサーカスが今の県庁あたりの所に来て、連

れて行ってくれたのを覚えています。昭和１０年

前後は、名古屋も丁度発展途上にあり、朝日新聞

社、名宝が広小路通りに建ち、東山動物園が鶴舞

より移ったのが昭和１２年。東洋一の汎太平洋博

覧会が昭和１２年。私は当時小学校１～３年、そ

んな頃より色々映画、芝居を母親、兄弟、色々の

人が連れて行ってくれました。昭和１０年小学校

入学（ごく普通の小学校です。教育的にやかまし

い学校でした）私の幼年時代より少年時代は軍国

主義の嵐のまっ只中で、私より１０年位年上の方

（私の長兄、この間迄の NHK 朝ドラの”おひさ

ま”の春樹と同期）は、割と軍国主義に反対の姿

勢を持っていましたが、私たち子供はそういう姿

勢を殆んど持てない。私と同年令の者は、殆んど

１５才位迄は軍国少年になりきり、また、その様

に教育されていました。しかし、昭和と云うのは

わりと日本人の感覚では満州事変のあと、束の間

の平和と云うものが世の中にあって、その翌年の

昭和１１年に 2.26 事件がありました。その翌年昭

和１２年７年７日に支那事変が起りました。

私の父親は海が好きでしたので、戦時中、昭和

１２年より４年７・８月の夏休は、碧南、大浜の

日本赤十字社の児童保養所で毎年過ごす事が出来、

昭和１６年からは、７・８月は野間で夏休みを過

ごす事が出来ました。お陰で昭和１６年中学校１

年の時 10 ㎞の遊泳を遂行する事が出来ました。

（成功したのは 250 名中 10 名）水の中の河童と

云われ、陰では何も出来なかったので、体操、教

練は落第点に近い点数でした。私の父親は、明治

１２年生れで、学歴もなく家も倒産した時代に育

ち、その上２０代の時結核で６年も療養生活した

アナムネーゼを持ち、学歴コンプレックスのため、

現在の言葉で云うなら教育パパでした。昭和１２

年当時、長兄が旧制高校に入学し、旧制高等学校

の白線帽と、マント姿の学生で溢れ、私は当時小

学校３年生で学校は旧制の白線帽の学校以外は学

生ではないと思い込む様になり、中学校は入学に

失敗し、父は学歴コンプレックスのため当時の旧

制高校の有名な教授にコンサルトを頼みました。

戦争も烈しくなって勤労動員で AM７時～PM７

時迄働く中でも受験勉強に励みました。また昭和

２０年（敗戦の年）は受験した旧制高校の二次試

験で逆立迄させる様な試験があり（此の頃受験出

来る学校も限定され）これまた旧制高等学校も二

次試験で落ちてしまいました。その時は戦争中で

あり勿ら私の頭の中は真暗になりました。（中学

４年終了時でしたが）その様な失敗を物ともしま

せんでしたが、どうにでもなれと、次の医学専門

学校へ入学が許され終戦時は医学生でした。終戦

時基礎医学とドイツ・ラティン語と詰め込まれそ

の後、何度も迷って止めようかと、ゲーテの云う”

努めて止めざるものは常に迷う”と昭和２５年、

同年令の外の者より早く２３才で医師となりまし

た。その後インターンを終え名古屋大学第二内科

教生に入り、四国宇和島の社会保険病院、国立療

養所梅森光風園に派遣されその後大学で無診生活

中に昭和３３年”心筋の代謝”で学位をいただき

その１年後文部教官助手となり初めて大学より給

料をいただき診療、研究に従事致しました。最後

に、重ねて云いますが”人間万事 塞翁が馬”と

しみじみ感じます。災ワザワヒに逢ってもくじけ

てはいけません。

私が、幼少年時代に読んだ本(感激した本思い出す

ままに)

①少年倶楽部（講談社）の全盛時代

昭和１１年に講談社の絵本が出て”乃木将軍””

忠臣蔵” ”牛若丸” ”孝女白菊の歌”・・・

沢山出て大変お世話になりました。その外、少

年講談、立川文庫ではなく講談社です。

”猿飛佐助” ”伴団右衛門” ”由井正雪” ”

眞田十勇士”

②サトウハチロー佐藤愛子の父君の佐藤紅緑薯、

少年讃歌”朝の雲雀” ”ああ玉杯に花う

けて” ”英雄行進曲” ”紅顔美談”

③山本有三薯（受験中、勤労動員中）風、波、”生

きとし生けるもの” ”女の一生” ”路傍

の石” ”津村教授” ”海彦山彦” ”嬰児殺し”

その他ストリンドベリー

④小学生全集（文藝春秋社）児童文庫（アルス社）

私が、青年時代に読んで記憶に残り感動した本（漱

石・鴎外は別として）

①自伝もの”河上肇”薯 ”自叙伝”上、中、下

②フロポトキン薯（大杉栄訳）”一革命家の思い出”

その他 Ｂｉｌｄｕｎｇｓ Ｒｏｍａｎ

①ドズトエーフスキー ”ガラマゾフの兄弟”

②トルストイ ”戦争と平和” ”アン

ナ・カレーニナ”

③ゲーテ ”ウィルヘルム・マイ

スター”

④ロマン・ローラン ”ジャン・クリストウ”

⑤マルタン・デゥ・ガール”チボー家の人々”



⑥プルースト ”失はれ（時を求め

て） ”

⑦芹沢光治郎 ”人間の運命”

《例会風景》

（会長挨拶 ケローナサンライズＲＣ親書代読）

（アレックス・バーンハム嬢）

レディ・オブ・ザ・レイク

（ケローナ・サンライズ・ロータリークラブ会長

ジム・ベルショーさんからのプレゼント）

（会員誕生 足立治夫君）

（卓話 足立治夫君）

（青年大使のお二人）

（通訳 中島 泉君）


