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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「我等日本のロータリアン」

・今月の歌 「冬景色」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・IＭ

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

冬景色

さ霧消ゆる 港江の

舟に白し 朝の霜

ただ水鳥の 声はして

いまだ覚めず 岸の家

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

半年前ですが、中国でのライオンズクラブの話

をロータリーの例会で、したことがあります。大

連にある板金会社を私は訪問しました。その会社

の社長の名刺をもらい、名刺の裏側に大連ライオ

ンズスクラブの会員であることが載っていました。

実に驚きました、中国にもライオンズクラブがあ

る。彼に中国ではどれだけのライオンズクラブが

あるのか聞いたところ、４０くらいあるとの返事

でした。ロータリークラブについて質問したとこ

ろ、上海と北京の２箇所とのことでした。

インターネットで検索したところ、上海ロータ

２０１３年２月９日（土）第２１２5 回（２月第2 例会）

リークラブを確認することができました。

左の写真は現在の上海ロータリークラブです。

日本の数箇所のロータリークラブは、現在の上海

のロータリークラブの例会に参加をしました。ま

た感想が載っていました。

これからも中国ではロータリークラブが増加する

と思います。２００１年、ＲＩは仮ロータリーク

ラブとして認めています。

上海ロータリークラブが最初にできたのは、１

９１９年７月になっていました。日本で始めてロ

ータリーができたのは、１９２０年１０月ですか

ら、上海ロータリークラブのほうが１年早くなっ

ています。会員の構成は、アメリカ人 ４０％、

中国人 ２０％であり、多国籍のロータリークラ

ブでした。

この上海ロータリークラブも戦前にできた日本の

ロータリークラブも、日中戦争の激化で消滅しま

した。日本では、ロータリークラブは解散した

のですが、名称を変更して、水曜会とか木曜会



などの名称を変更して例会を継続させたとのこ

とです。

フィリピンのマニラロータリークラブが誕生し

たのが１９１９年です。上海ロータリークラブと

同様に、東京ロータリークラブより１年早い成立

になります。今、セブ島の小学校に水洗トイレの

寄贈で協力をしていただいていますセブロータリ

ークラブは１９３２年にできました。当時はアメ

リカの植民地でしたから、フィリピンのロータリ

ーの承認が早かったのだと思います。

日本のロータリークラブの援助の下に、日本が

実効支配していた、朝鮮、台湾、満州地方に日本

のロータリーの指導で、ロータリークラブが設立

されました。一番早いのは、京城（ソウル）ロー

タリークラブで、１９２７年（昭和２年）にでき

ました。会員は日本人がほとんどでした。

１９２８年（昭和３年）に大連にて、２番目の

ロータリークラブが設立されました。私は大連に

工場があるので、興味深く感じます。この大連ロ

ータリークラブは、多くの方面で意義のあるクラ

ブでした。多くの日本のロータリーで調査されて

います。２７６０地区で発刊されたガイドブック

にも取り上げられています。とくに、大連ロータ

リーのロータリー宣言は「日本ロータリー史上金

字塔」と言われています。

ここにその宣言を紹介致します。

大 連 宣 言

第 1. 須らく事業の人たるに先立ちて道義の人たるべ

し。蓋し事業の経営に全力を傾倒するは因って世を

益せんがためなり。ゆえに吾人は道義を無視してい

わゆる事業の成功を獲んとする者に与せず。

第 2. 成否を曰うに先立ち退いて義務を尽さむことを

思い進んで奉仕を完うせんことを念う。自らを利する

に先立ちて他を益せむことを願う。最も能く奉仕する

者、最も多く満たさるべきことを吾人は疑わず。

第 3. あるいは特殊の関係をもって機会を壟断しある

いは世人の潔しとせざるに乗じて巨利を博す、これ吾

人の最も忌むところなり、吾人の精神に反してその信

条を紊るは利のため義を失うよりはなはだしきは無

し。

第 4. 義をもって集まり、信をもって結び、切磋し琢磨

し相扶け相益す。これ吾人団結の本旨なり。しかれど

も党をもって厚くすることなく他をもって拒むことなく

私をもって党する者にあらざるなり。

第 5. 徒爾なる角逐と闘争とは世に行なわるべからず、

協力もって博愛平等の理想を実現せざるべからず、

しかり吾が同志はこの大義を世界に敷かむがために

活躍す。吾がロータリーの崇高なる使命ここに在り、

その存在の意義またここに存す。

このロータリー宣言を唱和して例会を始めたとの

ことです。

初代の会長は松岡洋介です。彼は、当時、南満州

鉄道の副理事長をしていました。その関係で大連

ロータリーに入会したわけです。松岡洋介は、国

際連盟で、演説後、国際連盟を脱退しました。ま

た、彼は、外務大臣として、日独伊３国同盟を締

結した人です。

ロータリーの歴史を調べると、日本の歴史も理解

できることになります。

現在の中国の現状を判断するととても、ロータリ

ーの精神に沿うものではないと私は思います。中

国のロータリーが増加して、ロータリーの基本的

な考えで日中が交流すれば、現在の日中問題は解

決するのではないでしょうか。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

第８回理事役員会報告

日時２０１３年２月１日(金)

審議事項開

第 1 号議案

開始貸借対照表及び１月収支表の件 承認

第 2 号議案

中日新聞【中部新時代 2013】特集出稿の件 承認

第 3 号議案

中部経済新聞【明日をひらく愛の環境づくり】特

集の件 承認

第 4 号議案

清水 勲君出席免除申請の件 承認

第５号議案

2013学年度 米山奨学生引き受けの件 承認

第 6 号議案

セブ島事業 中間金支払の件 承認

第 7 号議案

家族旅行 立山黒部アルペンルート 5 月 10 日

(金)から 11 日（土）承認

報告事項

1：親睦ゴルフ大会が 4 月 3 日（水）に開催されま

す。

場所は春日井カントリークラブ 東コース

2：春日井さくらライオンズクラブ

結成 5 周年記念式典への出席

出席者 名畑 豊会長

日時 平成 25年 3 月 23 日（土）16:00 から

場所 ホテルプラザ勝川

◎例会変更のお知らせ

小 牧 ２月 20 日(水) ２月 20 日（水）

ＲＣ 職場例会の為 東海東京証券

愛知長久手 ２月１9 日(火) ２月 1９日（火）

ＲＣ 例会場都合の為トヨタ博物館

名古屋千種 ２月１9 日(火) ２月 18 日（月）

ＲＣ IMの為 名古屋東急ホテル

江 南 ２月 21 日(木) ２月 21 日（木）

ＲＣ 合同例会の為 商工会館



⑥浄化槽とトイレ建屋との配管

⑧浄化槽の掘り出し

⑩生コン車が入る

⑫浄化槽の壁面

⑦水洗トイレの配管の埋設。直径５０ミリ

の塩ビパイプ

⑨浄化槽の鉄筋、奥はトイレ建屋

⑪トイレ建屋に生コンが入る

⑬トイレ建屋の床



⑭浄化槽の天井

⑮工事完成を楽しみにしている学童

⑯３時のおやつ。何かな？

卓話 松本大輔 氏



名古屋名北 ２月 20 日(水) ２月 18 日（月）

ＲＣ IM の為 名古屋東急ホテル

名古屋みなと ２月 22 日(金) ２月 20 日（水）

ＲＣ IMの為 マリオットアソシアホテル

名古屋名駅 ２月 20 日(水) ２月 20 日（水）

ＲＣ IMの為 マリオットアソシアホテル

名古屋守山 ２月 20 日(火) ２月 18 日（月）

ＲＣ IMの為 東急ホテル

名古屋丸の内 ２月 21 日(木) ２月 20 日（水）

ＲＣ IMの為 マリオットアソシアホテル

名 古 屋 北 ２月 22 日(金) ２月 18 日（月）

ＲＣ IM の為 名古屋東急ホテル

瀬 戸 ２月 20 日(水) ２月 22 日（金）

ＲＣ ＦＳＭの為 喜楽梅むら

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５３名 欠席 13 名 出席率88.8%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98.2%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○松本さん お忙しい中、卓話ありがとうござい

ます。楽しみにしています。 長谷川英輝君

○アリＣＤ 松本さんの卓話を聞かせていただき

ます。 社本 太郎君

○いつもホテルをご利用ありがとう。

早川 八郎君

○松本さんの卓話を楽しみにしています。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 磯野 俊雄君

伊藤 正之君 梅田 英夫君 大橋 完一君

太田 弘道君 岡田 義邦君 亀谷 鉦一君

加藤久仁明君 加藤 茂君 風岡 保広君

河村 哲也君 加藤 宗生君 小島 啓冶君

近藤 太門君 志水ひろみ君 清水 勲君

杉山 孝明君 高橋 理恵君 宅間 秀順君

峠 テル子君 名畑 豊君 成瀬 浩康君

林 鑛三君 林 憲正君 蓮野 義廣君

古屋 義夫君 森田 誠君 屋嘉比良夫君

山田 治君 大畑 一久君

卓話 松本 大輔氏

「ショパンはどうやって名を残したか？」

今日はピアノの詩人ショパンについてお話しし

ます。

1810 年ポ－ランド生まれのフレデリック・ショ

パンは、ワルシャワ音楽院を首席で卒業、まわり

のすすめもあってワルシャワを離れ音楽の都ウィ

ーンで成功を目指しますが、残念ながら政治的な

事情などから目的を果たすことができませんでし

た。そこでショパンは父親の故郷でもあるフラン

スへ向かいます。

パリです。

ところがそのパリでもショパンは思うように成

功を収めることができません。そして「もうアメ

リカにわたろうか」、というある日・・・。

パリの大通りを歩いていたショパンは、昔世話

になった貴族とたまたま出くわし、もうすぐアメ

リカへ向かうつもり、という話をしたところ、そ

の相手から「今度有名な男爵さんのサロンがある

から行ってみないか？」と誘われたのです。

当時パリでは、上流階級の人たちが催すサロン

が大人気でした。そして若手の演奏家にとってそ

こは登竜門のようなもの。非常に重要な舞台だっ

たのです。

しかしショパンが呼ばれたのは、パリでも最も

有名な大富豪が開く、人気のサロンでした。です

ので、そんな有名なサロンでポーランドの若者が

登場してピアノを弾いていきなり成功する可能性

は・・・きわめて低いといっていいでしょう・・・

ところが奇跡が起きます。

そのサロンでショパンは熱狂的に受け入れられ

るのです。しかもそればかりかそのサロンの当主

に、奥さんと娘のピアノ教師を依頼されることに

なりました。

これによりショパンの名はパリ中に広まり、他

のセレブたちのサロンからもひっきりなしにお呼

びがかかるようになり、大富豪、大貴族たちのご

婦人やご令嬢のピアノ教師を依頼されるようにな

ります。

・・・いつしかショパンはパリの人々にとって

憧れのカリスマ・ピアニストとなり、歴史に残る

大音楽家として後世まで残るような大音楽家とな

るわけです。

そこで気になるのが、そのサロンを開いた大富

豪が何者だったのかということ・・・

その大富豪の名前は、「ロッチルド男爵」。

ロッチルド。ロッチルド。今もその名を残す世

界的ワイン醸造所・・・フランスの 5 大シャトー

のひとつ・・・

でもどこかで聴いたことがある名前だと思いま

せんか？ロッチルド・・・これはフランス式読み

方なのですが、これをほかの言い方に変える

と・・・

ロスチャイルド。

そう、ロッチルド男爵とはロスチャイルドのこ

とだったのです。

皆さんもご存知だと思いますが、ロスチャイル

ド家は近代以降の世界経済を動かしている黒幕で、

現在も世界の政治経済を動かしていると噂されて

います。

そのロスチャイルド一族の初代ロスチャイルド

はフランクフルトの貧しいユダヤ人家族に生まれ

ましたが、銀行業務を営むことで、やがて国王の



信頼を得るほどになります。そしてさらに全ヨー

ロッパ経済を手中に収めるために、５人の息子を

ドイツ、オーストリア、イギリス、イタリア、フ

ランスに配置します。

そしてフランスに渡った末っ子のジェームズ・

ロスチャイルドも大成功、国王の相談役を務め、

あらゆる業態で成功を収め、その資産はフランス

のほかの金融実業家の合計金額の４倍を超え、今

で言えばビル・ゲイツの５倍以上の資産があった

とされます。

そうした中、パリのジェームズ・ロスチャイル

ドはパリで最高のサロンを催しました。

もちろんそのサロンに呼ぶのは最高の上流階級

の人間ばかりですが、参加した女性全員に花束と

ダイヤモンドをプレゼントするなど、圧倒的な話

題を用意しました。当然あっという間にジェーム

ズ・ロスチャイルドのサロンはパリで最高中の最

高のパーティとなったわけです。

ショパンが成功したのはそんなとんでもない大

富豪のサロンだったのです。

もちろんショパンが後世に名を残すことになっ

たのは本人の才能と努力の結果だったとは思いま

す。しかしもしロスチャイルド家のサロンでの成

功がなければ、ショパンは成功の第一歩を踏み出

すことはできなかったでしょう。アメリカで埋も

れてしまっていたかもしれません。・・・今となっ

てはロスチャイルドのそのときの支援に感謝せざ

るを得ません。

偉大な音楽家も、第一歩というべき重要な出来

事があって初めて後世に語り継がれる人となって

いくのですね。

フィリピンセブ島の小学校水洗トイレの工

事状況（２０１３年１月末現在）

①工事用看板、工事は２０１３年１月

１４日に開始しました。

②小学校の外壁。この外壁の一部分

を壊しました。

③壊された小学校の外壁。この部分より建設重機

の通路になります。

④トイレ建設の建設用地の畑の処分風景

⑤埋め立て用の土の運び入れ


