
 

 

第 872 回例会 2015 年 12 月 8 日

□ 
 
司  会       ⽥中 栄⼀君
開会点鐘       ⻄澤 ⽂登君 
委員会報告   
・R 財団委員⻑  ⽔野泰雄君 
 2015-16 年度地区補助⾦管理セミナ

ーの報告 
・ゴルフ同好会 108 の会の報告 
・国際奉仕委員⻑ 宮澤広⼀君 
 書き損じハガキの提供をお願いしま

す。 
プログラム 会員卓話 
 職業奉仕委員⻑ 中澤信敏君 
 出前講座『真⽥ガイド養成事業』報告

⻄澤 ⽂登君 
 このところ「はやぶさ２」とか「あかつき」
とか昔の⽇本軍の戦闘機のような名前が⾶
び交っています。我が国の宇宙開発の⼀端
を担う研究の粋が集約された研究衛星の名
前のようです。地球の引⼒を利⽤して⽅向
を変えるなどと、理論は全然解りませんが、
とにかくすごいことをやっているんだなと
思います。 
 今から 74 年前の今⽇、昭和 16 年（1941）
12 ⽉ 8 ⽇、真珠湾攻撃で⽇本は⼤戦に⾜を
踏み⼊れました。それから 3 年 8 カ⽉に及
ぶ⼤悲劇が始まったのです。⼆度と繰り返
してはならない⼤きな過ちとして私達も⼼
しなければならない⽇だと思います。当時
のアメリカ在住の⽇系⼈の皆さんは筆⾆に

尽くせない苦しみを負ったそうです。豊か
なアメリカ社会にも排⽇の動きが広がった
のです。戦争は憎しみが憎しみを⽣み、正常
な⼈間を狂わせてしまいます。 
 今、世界ではテロが横⾏し、それを叩くた
めに武⼒を動員するということが⾏われて
います。それがまたテロという形で帰って
くる。まさに愚⾏の繰り返しです。テロは憎
むべきものですが、暴⼒に暴⼒で⽴ち向か
えば悲劇が⽣まれます。しかしフランスと
アメリカでは極端なポピュリズムと排外主
義を掲げる政党や⼤統領候補が勢⼒を伸ば
しているのだそうです。グローバル化の中
で損な思いを募らせる⼤衆の不安や不満が
これらの⼈達を勢いづかせていると⽇経新
聞のコラムにありました。⼤国が｢⾃分さえ
よければ｣という考えに基づいた政策が打
たれた場合、新しい難⺠が次々と⽣まれ、ま
すます世界が混乱するのは眼に⾒えていま
す。 
 私達はロータリアンです。四つのテスト
の 4 番⽬「みんなのためになるかどうか」
を考えて⾏動することが必要です。⾃分た
ちだけがそのように⾏動してもそれは⼤勢
に影響はないのではないか？と思われるか
もしれません。そんなことは決してありま
せん。冷静な⽬を持ってこんな時こそロー
タリーの⼼で⼤局を捉える事が必要だと思
うのです。 
 マザーテレサのことは皆さんよくご存知
だと思います。インドで⻑年にわたり貧困
層の⼈達のために慈善活動に⾝をもって実
践した修道⼥です。ノーベル平和賞を受賞
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しました。ある時このマザーテレサに⼼無
い⼈が⾔ったそうです。「マザー、貴⼥のし
ていることは⼤海の⽔を⼀滴⼀滴すくって
いるようなものではないですか？」マザー
テレサはすかさず答えました。「⼤海の⽔も
この⼀滴⼀滴からできているのですよ」な
んと感動的な⾔葉ではありませんか。 

横沢  正君 
１．RI より 
 ・the rotarian 12 ⽉号  
 ・ラビンドラン会⻑ 年末年始ご挨拶 
 ・国際⼤会について  
２．ロータリー友事務所より 
 ・ロータリー友事務所事業報告 
３．望⽉ガバナー事務所より 
 ・「ソウル国際⼤会」登録参加のお願い 
４．AMU より   
 ・「信州グローバルセミナー2015」のお知

らせ 
恵送 
１．上⽥東 RC 様…「ときめきサイエンス・

わくわくキャンパス」活動報告書 
２．東御 RC 様…会報 
全会員配布物 
１．ロータリー財団セミナー資料 
その他 
１．本⽇、例会後理事会です。 
２．次週 12/15 は夜間忘年例会です。 

 
⼩嶋 修⼀君 

 ベース ⽋席 メイク 出 席 率
本 ⽇ 23 5 － 78.26％
前々回 24 5 2 87.50％

⻄澤⽂登君 “はやぶさ“に続いて““あかつ
き “の明るい話題に⼒づけら
れます。原理はさっぱりわか
りません。 

⼭⽥ 豊君 来週は六⽂銭の忘年会です。
ぜひご出席をお願いします。 

笠原⼀洋君 ゴルフ会連続２回のブービー
メーカー賞品沢⼭いただきま
した。 

⼩嶋修⼀君 近頃、熊向東（シュンシャント）
君と会いました。元気そうで
した。 

中澤信敏君 今⽇はよろしくお願いします。 
⽔野泰雄君 年末進⾏中〜ご⾃愛ください

ませ。 
横沢 正君 中澤さん卓話楽しみにしてお

ります。 
肥⽥野秀知君 柄澤  堯君
松澤 ⼀志君 宮原 宏⼀君
⽣川 秀樹君 ⻫藤惠理⼦君
杉⼭  裕君 ⽥中 栄⼀君

職業奉仕委員⻑ 中澤信敏君 
出前講座『真⽥ガイド養成事業』報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 第 4 回上⽥六⽂銭 RC 
親睦コンペ報告 
冬晴れの好天に恵まれ、2015 最後の上
⽥六⽂銭 RC 親睦コンペが浅間⾼原カン
トリークラブで開催されました。 
⼭崎増強委員⻑のお知り合いの⽅ 2 名を
お迎えして、全員参加の新ペリアルで⾏
いました。何と〜初参加のお⼆⼈が優勝
／古川 治男さん(株式会社古川機設 社
⻑)・準優勝／濱 信男さん(浜コーポレ
ーション 社⻑)でした。 

本年は親睦コンペにご協⼒ありがとう
ございました。来年も皆様の参加をお待
ちしております〜よいお年をお迎えくだ
さいませ。 
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