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■合唱：手に手つないで

・4月3日：笹尾 政儀さん、理事会 ・4月10日：石山 智司さん、例会後お花見（運動公園）
例

会

会員数 出席数

◇出席報告 ２２７３回 18(15)
２２７１回 18(15)

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(6名 ) 小林、宮澤、石山、原卓

９

60.00％

－

１０

66.67％

１

◇おめでとうございます

－

原千明、太田さん

73.33％ ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)宮澤さん
かく事も沢山ございました。何とかかんとか今日ま
で生き延びてきました。クラブに些少でもお役に立
てればと思っております。今後共よろしくお願い致
します。どうも有り難うございました。
結婚祝い：片野一雄さん(3/27)：皆さんから美しい
お花を毎年々々頂く事によっ
て結婚記念日をリマインドし
ています。1970年万博の年で、
44年目になります。お陰様で
夫婦とも元気でやっておりま

誕生日祝：

す。夫婦共々健康に留意して、

河本親秀さん(3/24)：84才になりました。私に対す

ロータリーを長く続けて行け

る褒め言葉で、若く見える､姿勢がよいなどと言わ

れば良いなと思っております。

れると嬉しくなります。2020年のオリンピックまで

有り難うございました。

は生きると話していましたら百瀨会長から生きてい
ました。そのように頑張ります。有り難うございま

◇ひとこと
笹尾政儀さん
かかあ天下： 皆さんのお宅は如何でしょうか？

した。

かかあ天下のご家庭は結構円満に行っているようで

るだけではダメ、見に行く元気がなければと言われ

す。
笹尾政儀さん(3/29)：戸籍上は89才ですが、実際は

戦後といっても今から69年前になりますが、強く

90才になります。皆様に支えられながら今日まで正

なったものは｢靴下と女性｣。昔は日本の父親は威厳

月のお餅を食べ過ぎたかも？この年齢になると恥を

もあり、家の大黒柱として重々しく男尊女卑とも言
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われ、父親は家庭では滅多に笑わなかった。おやじ

6．ここにタイ国

の笑った顔を見た事ないとよく言われます。亭主関

仕様の綺麗なティ

白が時代が移り変わって強い父親像は影をひそめ

シューペーパーボ

｢男女同権｣ともなると、むしろ女性は強く父親は弱

ックスがあります。

しと。玉の輿ならぬ逆玉時代となり、旦那は粗大ゴ

米山奨学生のウイ

ミ。定年退職後は｢濡れ落ち葉｣とか･･。三下り半も

ッパーさんがタイ

女性から男性となって来た。もっとも女性が強くな

国から送ってくれ

ったのは今に始まった事ではなく、「上州名物は空

ました。

っ風とかかあ天下」。人間の身体も女性の方が男性
よりも強く、長生きする。昔はゴキブリを見るとキ

ウイッパーさんの手紙：「今日は。お元気ですか？

ャーキャーと騒いだお嬢さんが結婚して三人目のお

私は元気です。タイは今暑いです。日本はまだ寒い

子さんが生まれ、明日病院を退院されるという日に

ですね。身体に気をつけて下さい」ウイッパー

お見舞いに行った時、ベットの下から出てきた生き
たゴキブリを、彼女は素早くスリッパを脱いでピシ

◇幹事報告

守屋 紀忠幹事

ャリと電光石火の早業で退治しました。ところが、

4月の行事予定で4月

そばにいた旦那はゴキブリの死骸をおびえた様な目

10日が花見例会となっ

でのぞきこんでいたという､そういう時代です。

ていましたが、花の状

かかあ天下の一コマでした！

況を見た上で花見をす
るかどうか決めたいと

◇会長報告

百瀬 恵美子会長代理

笹尾さん有り難

思いますので了承願い
ます。

うございました。

1．週報受理：小諸、

うちは亭主関白で

志木ロータリークラブ

す！(笑)

2．雑誌受領：ロータリーの友、

今日はお久しぶ

米山記念館会報

りです。1週抜ける

3．4月のロータリーレート：1ドル=102円

と長いですね！本

4．例会変更：平塚西ＲＣ

日で3月最終例会に
はホワイトデーの花束有り難うございました。まだ

◇委員会報告
☆河本親秀さん：ロータリー財団グローバル奨学

ピンクの百合の花が次々に咲いています。皆さんの

生の 高谷紗帆

愛情が2週間も続いて嬉しいです。

さん が第一志

1．嬉しいお知らせがあります。プリンスホテル李

望の英国ロン

芳(中華料理)がディナータイムの営業を始めるそう

ドン医学校に

です。皆さんに特別優待券を頂きました。お友達に

合格された知

アピールお願いします。

らせを受けま

2．END POLIO NOWキャンペーンへ参加のお願い：4

した。大変競

月26日、ひらつか緑化祭で行ないます。Ｔシャツを

争率の高い学

着て平塚総合公園に10時までに集合下さい。

校ですので、

なりました。先週

３．会長・幹事会の申し合わせで、ＩＭホストクラ

素晴らしい事です。高谷さんはあと3ヶ月程は国境
ブ輪番制度が変わりました。次は2020－2021年です。 なき医師団で任務を果たされ帰国の予定です。留学
4．臨時理事会で4月からの消費税増税分の食事代ア
出発前にクラブで国境なき医師団での経験や留学の
ップを了承しました。

抱負などの卓話をお願いし、歓送して上げたいと思

5．米山奨学生受入受入カウンセラーのオリエンテ

います。

ーションが4月12日江の島女性センターで開催され
ますので出席します。
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☆片野一雄さん： 昨日ガバナー事務所へ行って

めでとうございます。斎藤先生 卓話よろしくお願

きました。今

いします。

までやってい

・河本 親秀さん：誕生日祝い有難うございました。

た地区ＧＳＥ

９０才オリンピックイヤーまでは長生きします。

プログラムが

・河本 親秀さん： 斎藤先生 卓話楽しみです。笹

中 止 に な り、

尾さん誕生日おめでとうございます。片野さん結婚

新しいプログ

記念日おめでとうございます。

ラムが出来ま

・笹尾 政儀さん：河本さんの誕生祝を祝福します。

す。それでＧ

宮澤さん片野さんお二人の御結婚記念日を御祝申し

ＳＥ学友会のＯＢ会をやろうという相談です。第一

上げます。斎藤さん卓話楽しいです。

期生に現小野寺防衛大臣が居られます。ＧＳＥの第

・井上 浩吉さん：河本さん笹尾さん誕生日おめで

1回の団長は茅ヶ崎湘南ＲＣの清水亨さん88才です

とうございます。片野さん結婚記念日おめでとうご

がまだまだお元気です。大磯でＯＢ会をやる事にな

ざいます。

れば例会と組み合わせでやる事も出来るかなあと考
えて居ます。

・新宅 文雄さん：毎年よ彼岸すぎれば桜咲く
・片野 一雄さん：きれいなお花をお送り頂き誠に

☆新宅 文雄さん：今年の7/22~8/2まで 姉妹都市

有難うございました。今後夫婦ともども元気で頑張

デイトンから訪問団一行

って参ります。

が来ます。高校生5人、
ご夫婦が2組、計9人が見

◇卓話

えます。ホームステー先

◆◇◆日本とアジアの大東亜戦争◇◆◇
斎藤 正淳さん

を募集するのに、当クラ
ブにもお願いしようかな
という話がありましたが、
14組くらいの家庭から手
が上がりました。うち7
家族のお世話になります。一組はハリソンさんで大
磯担当の会長(デイトンでは大磯担当、ドイツ担当･
･･等に分けている)で、長く京都の大学で教師をさ
れていた方。もう一組は高校生引率の教師。高校生
は女性3人、男性2人です。10数年ぶりの事で歓迎し
たいと思っています。今年デイトン市長が替わりま
してロータリアンが市長となりました。市長は来ら
れないので、今回の来訪者はロータリーと直接つな
がりはないですが、報告致します。

☆スマイルボックス

井上 浩吉さん

私もロータリーの中で老齢者の中に入り､私達の

・百瀬 恵美子さん： 河

仕事の一つはお若い方に昔の話をして、間違った轍

本さん、笹尾さんお誕生

を踏まないようにして貰う事だと思います。戦前の

日記念おめでとうござい

事を知らない方というと昭和15年より後に生まれた

ます。片野さん結婚記念

方でしょう。

日おめでとうございま
す。

１．ロシアのウクライナ領クリミア半島の併合とヒ

・守屋 紀忠さん： 笹尾

ットラーのチェコスロバキア領ズデーデン地方の併

さん、河本さん誕生日、

合の類似性と世界大戦

片野さん結婚記念日、お

2週間前にロシアがウクライナ領クリミア半島を
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併合しました。私達はクリミア半島というとクリミ

が入ってきた時のような状態でした。

ア戦争を思い出します。クリミア戦争というとナイ

イギリス国民は戦争になると思ってチェンバレン

チンゲールの赤十字を思い出します。クリミア半島

首相を送り出した。ところがヒットラーはこれさえ

のロシア海軍のセバストポリ軍港争奪戦でロシア軍

貰えば戦争をしないと明言した。それで4人が手打

とトルコが戦い、そこにイギリスとフランスが介入

してチェコのいないところでズデーデン地方のドイ

しトルコ軍についたという戦争です。ナイチンゲー

ツ領編入を承認した。チェンバレン首相が帰国した

ルはてっきりクリミヤに入ったと思っていましたが

時イギリス人は歓呼の声で迎えた。戦争はない、こ

彼女はクリミヤに一歩も入っていないでトルコのウ

れでヨーロッパは平和だ。と思ってチェンバレンは

シュクダラにいてそこにある病院で活躍していて現

意気揚々と帰った。

地には行ってない。

これに関連しての話で、思

その後、半年足らずでドイツは侵攻した。そして

い出したのは、日本の乃木将軍と東郷元帥が大正時

チェコを外し、スロバキアを保護国にしオーストリ

代にイギリスのジョージ五世の戴冠式に日本代表の

アを合併し、それから第二次大戦が昭和14年から始

朝香宮の随行員として出席。ロシアに勝った将軍と

まった。半年間のつかの間の幸せ、今のクリミアの

して大歓迎を受けました。その時乃木さんは途中ト

問題を如何に進めるか？それが平和的に進めばよい

ルコに寄っています。私がトルコに行って船に乗っ

が？それが元で第三次大戦が始まらなければいいが

ていた時トルコの人達が乃木将軍を大変信頼し高く

なと思います。

評価している話を聞いた事です。

２．日本とアジアの大東亜戦争

1853年ペリーが浦賀に来た時、丁度クリミア戦争

巷間言われている、日本がアジア諸国を侵略した

でした。今ロシアがクリミアを奪い取りＧ７が抗議

と言う事は真実か？を歴史資料に基づき分かり易く

しています。これで思い出すのは昭和13年1938年ヨ

説明され、戦争前後の歴史の真実を知る事が出来た

ーロッパの火種となったヒットラーに抗議してミュ

大変有意義な内容でした。

ンヘン会談というのをやっています。(ヨーロッパ

配付された資料：

地図を白板に書いて説明）チェコ・スロバキアの中

資料1，大東亜戦争以前のアジア諸国と以後

にズデーデンという地区があり、そこは人口の3分

のアジア諸国の地図(P147)

の1くらいがドイツ人である。ヒットラーはドイツ

戦前アジアで独立国は日本とタイ国のみで後は欧

との国境に軍を集結して、ここはドイツ人が沢山い

米諸国の植民地・保護国であった。戦後それら諸国

るからドイツ領に編入すると言いだした。これでは

がすべて独立した。

戦争になる。チェコが戦えばポーランドがすぐ宣戦

資料2．奴隷貿易 （P30-31)
資料3．阿片戦争

(P36-37)

資料4．日露戦争

(P66-67)

資料5．アジアの独立戦争を助けた日本兵
(P136-137)
資料6.アジアの国々から勲章を貰った日本
兵

(P143)

資料7．アジアの国々の指導者が語る大東亜
戦争の真実 (P152-153)
する、すると自動的にイギリスとフランスが宣戦す

資料：ハート出版社｢日本とアジアの大東

る事になる。それでヒットラーに脅しを掛けるため

亜戦争」より（ページ掲載）

にミュンヘンにヒットラー、イギリスのチェンバレ
ン首相(チャーチル首相の前任者)フランス大統領、
イタリーのムッソリーニ首相(ヒットラーの弟分に
思われているがファッショとしてはヒットラーの先
輩。ヒットラーはムッソリーニを手本としていたが
途中で逆転)の4国の代表が集まった。ドイツがズデ
ーデン地方を編入するならば戦争するぞと脅しをか
けなければならない。丁度今クリミヤ半島にロシア
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以

上

