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★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル

TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 河本 親秀 会長エレクト 百瀬 恵美子 幹 事 大藤 勉

№４２第２３７４回 例会 平成２８年５月２６日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：河本 親秀 ■合唱：手に手つないで

・６月２日：大磯美化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの振り替え・６月９日：次年度会長基本方針、ソウル帰国報告◇プログラム

修正出席率◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

15(12) ８ 66.67％ － － 宮澤､石山､太田､原さん２３７４回 ◇欠席者(4名)

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２３７２回 15(12) ８ 66.67％ － －

山田幹男さん(厚木県央)◇ビジター：

◇会長報告 河本親秀会長

1．お手許に次年度会務分担表と活動計画書フォー

ムをお配りしました。それぞれの大委員長さんは各

小委員長さんにお渡し下さい。計画の基本となる会

長方針は6月9日の例会で発表にお願いします。

2．本年度の に行規程審議会の報告会が6月15日(水)

われます。クラブ運営が大きく変わります。ロータ

リーの友6月号横組み16頁に「ロータリーの明日」

と題して変更の内容が詳しく載っています。

(1)一番大きいのが例会数が月2回以上やればよろし

いと言う事。

(2)その週に国民の祝日があれば、その週の例会は

休会してよい。この二つについてはクラブの細則に

採択すればＯＫと言う事になります。

井上次期幹事さんが、先読みされて、予算を組むに

当たり、現状の会員数、会費で運営するには月3回

の例会がぎりぎりとの試算をされています。因みに

次年度の国民の祝日のある週は13週あり、これに定

款による休会年4回を加えると例回数は35回となり、

月3回の例会は実現します。今後月2回のクラブ、月

3回のクラブなどが混在すると地区運営がし難いの

で、地区で統一する要請が出ると思われます。6月1

5日の説明会でその辺りの話が出ると思われます。

3．ロータリーの友6月号の縦組み4~8頁に

Dr.齋藤が1億円寄付された山中伸弥京都大学ｉＰＳ

細胞研究所長･教授の東京六本木ＲＣでの卓話の記

録が載っています。山中教授の人柄や思いが躍如し

ています。是非お読み下さい。

我らの姉妹クラブい4．また同じ友の縦組み29頁に

わき鹿島ＲＣの中山昌子会長が地域のふれあい活動

=「かしまジュニアふれあい訪問」=に協賛された報

告を投書されていますので是非ご覧下さい。

5．湘南よさこい祭り開会式が6月5日11時から開催

されますが第8グループ会長宛招待状が来ておりま

すので、出席します。当日湘南ケーブルテレビが実

況を放送します。

◇幹事報告 大藤勉幹事

回 覧：

1．2016年規程審議会報告会開催について
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日 時：6月15日(水)14:30~16:30

場 所：アイクロス湘南

2．6月のロータリーレート110円/＄に決定

3．第8Ｇ･7クラブ対抗親睦ゴルフコンペ

日 時：7月12日

場 所：レインボーＣＣ

◇百瀬恵美子会長エレクト：

1． ；次年度活動計画書

先ほど会長から次年度会

務分担表と活動計画書が

配られました。次年度も

このメンバーで仲良く、

楽しくやって参りたいと

思いますのでどうぞよろ

しくお願い致します。7

月に入りましたら細かい

事も含めて、理事会を開

きながら大磯ＲＣをどうやって盛り上げて行けばよ

いか皆さんのお知恵を拝借しながら、皆さんの考え

方を聞きながら楽しくやって行きたいと思います。

各委員長さんはどうか計画書に自分の思いの闌けを

書いて出して頂きたいと思います。

2． ：今週土曜日から5人で韓国韓国ソウル国際大会

ソウルの国際大会にに行って参ります。帰りまして

来年度の新たな期をスタートしたい思いでいっぱい

です。向こうで聞いてきた感動も皆さんに伝えられ

たらと少し緊張しております。

：◇委員会報告

☆スマイルボックス 百瀬恵美子さん

いつもお世話になります。メイ・山田幹男さん：

クアップにおじゃまさせて戴きました。宜しくお願

い致します。

皆様 こんにちは。新宅さん卓話・田中敏治さん：

よしくお願い致します。

。山田さんようこそ、楽しん・百瀬恵美子さん：

で下さいね。新宅さん卓話たのしみです。

5月22日(日)大磯町美化キャンペーン

☆田中敏治社会奉仕委員長：

参加有り難うござい

ました。滄浪閣裏海

岸 清掃に は 5名 =河

本、百瀬、大藤、新

宅、田中＝が出席、

現地出席者は3名=守

屋、井上、野田の計

8名でした。

ゴミらしいゴミは少なく、拾☆河本親秀会長：

い集めたのは殆どが流れ着いた木ぎれ、小枝でした。

8時頃まで頑張って集めました。写真での報告を会

報で致します。

◇卓話

靖国神社問題と日本人の心◆◇◆

◆◇◆マッカーサーの反省と後悔

新宅 文雄さん

靖国神社問題：

毎年8月15日になると政府要人の靖国神社のお参り

はどうか？総理大臣は駄目というような事が中国か

ら言われると、貿易が止まっては困るから、中国と

の関係を損なわないために行かない方が良い等と…。

日本の国ってそんなに外国に振り回されなきゃなら

ないの？？？という思いがずっとありまして、色々

調べてきた事をお話しして皆さんからのご批判を頂

きたいと思います。

Ａ級戦犯を祭ってあって、近隣諸国に迷惑を掛けて

おいてその犯罪者を神様扱いとは何事かというのが

言い分だと思います。一体全体日本人は何を考えて

いるんだなどと言いたいいんだろうなというのが私

の想像です。

一方、日本の国民として、国のために戦って命を落

とした多くの無名戦士達が祭られている靖国神社に

政府要人が誓いと反省を込めて哀悼の誠を捧げます

というのは至極当然の事ではないか、私はそう思っ

ている。

明日特攻隊として飛んで行く時に靖国神社で会おう

なと言って翌日飛んで行く。そういう人達から見た

時にいい加減にして欲しいよ！、他国の言い分に振

り回されないでくれよ！約束が違うじゃないか、浮

かばれねえよ！と思っている方もいらっしゃるんで

はないかと僕は思うんですね。

その結果、愛国心は低下し、公共に対する貢献は理

解は出来るけれど、個人の幸せを優先する。国が平
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和である事は当たり前だ。自分勝手に贅沢に生きる

のは当たり前。如何に楽をして美味しいものを食べ、

気に入った洋服を身につけ、快適な住宅に住み、娯

楽は、スポーツは世界にあるものは何でも日本にあ

ります。楽しく生きる事だけに最大の関心を払って

いる人が多くいるように思われます。利己ばかりで

なく利他を慮る風潮にはならないんだろうか？とい

う思いを強くしております。

政治家だって国よりも自分の票ばかりが気になって

仕方が無い。政党は政党で国民のためと言うけれど

党利党略が優先しているように見受けられる。この

国を守る覚悟は見えてないじゃないか。国会議員に

は1千兆円の赤字国債、防衛問題、憲法問題、教育

問題等々あるのに緊張感がない。テレビは視聴率を

重んじ、新聞は発行部数をが気になり、スキャンダ

ル暴きに熱心なんです。国民に危機意識は欠如して

いる。誰かが何とかしてくれると苦しい努力を避け

て何とかなるとずるずると時が過ぎて参りました。

：国連元高等弁務官・緒方貞子さんの発言

「安全保障法案は反対が非常に多いんですね、そう

いう反対を押し切って成立させるべきものなのか」

という質問に対して、「日本だけが繁栄の孤島とな

る事は出来ませんね。日本人だけが危ないところに

行かず、自分たちの幸せを守って行けるような時代

はもう終わった」と応えられた。

自分の国を自分で守らないで、誰が守るんだと私も

そう思います。

靖国神社に何故Ａ級戦犯が祭られるようになったか

：

靖国神社に祭られる人は明治天皇の指示により創立

以来、海軍大将、陸軍大将によって決定されていた

が、終戦後は厚生大臣が決める事になった。Ａ級戦

犯を祭る事を決定したのは大平内閣の時の厚生大臣

橋本龍太郎でした。（極東国際軍事裁判（東京裁

判）でＡ級戦犯とされ、処刑などになった１４人が、

靖国神社に合祀されは、終戦から３３年余りたった

大平内閣時代の昭和５３年１０月でした）

注：A級、B級、C級は、戦争犯罪の「種類」でのカ

テゴリー分けです。必ずしも「罪の大きさ」 で分

かれているわけではなく、 定義としては、 Ａ級戦

犯は「平和に対する罪」 Ｂ 級戦犯は「通例の戦争

犯罪」 Ｃ級戦犯は「人道に対する罪」と言う事で

す。

マッカーサーの反省と後悔

天皇陛下を戦争犯罪人とするか？ でもなければ新

憲法を自分達が考えて制定した戦争放棄、平和憲法

を採用するかこの憲法を採用しなければ天皇陛下を

戦犯とする。

この場合、日本国内は大混乱に陥る。占領のやり方

を根本的にやり変えなければならない。そうして、

占領軍が都合の良い平和憲法を作らせた。

1．基本的人権

2．三権分立

3．戦争放棄

4．男女平等

マッカーサー自身の反省と後悔

東京裁判の不当性と誤謬を明確にした・・・・・・

1950年、北朝鮮は突如南北朝鮮統一を目指すとし、

38度線を越えて南侵、朝鮮戦争が勃発。10月には中

国義勇軍30万人が介入、マッカーサーは、共産主義

勢力のアジア侵略の意図を痛いほど感じており、中

国軍の朝鮮半島からの追い出しに懸命でした。しか

し中国軍の大挙侵入により、なかなか達成されず、

マッカーサーは台湾の中国国民党軍の活用と中国へ

の直接の空爆など新たな作戦を検討していました。

1951年3月24日、「米国は中国本土攻撃も辞せず」

という声明文を発表しました。これがトルーマン大

統領と意見衝突となり、4月11日マッカーサーはト

ルーマンにより全権限を剥脱され、その職を罷免さ

れたのです。

マッカーサーは「老兵は死なず、ただ立ち去るの

み」と言い残して4月16日離日しました。「Old sol

diers never die, but fade away」

マッカーサーの解任については、米国の世論が沸き

ました。帰国後間もない1951年5月3日から5日の間、

マッカーサーは米議会上院軍事外交合同委員会にお

いて聴聞されました。その折に次の重大な証言を行

っています。

マッカーサーは「過去100年に米国が太平洋地域で

犯した最大の政治的な過ちは、共産勢力を中国で拡

大させたことだ。我々は次の100年間に大きな代償

を払わなければならないだろう」と述べました。そ

してさらに続けて「日本の労働力は質的にも量的に

も極めて優秀だ。彼らは極めてよく働き、労働の尊

厳と呼んでもよいようなものを発見していた。彼ら

は工場を建設し、立派な労働者を有し、何か働くた
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めの材料が必要だった。しかし日本は絹産業以外に、

固有の産物はない。綿がない、羊毛がない、石油が

ない、錫がない、ゴムがない。その他実に多くの原

料が欠如していた。そしてそれら一切の物は、アジ

アの海域に依存していた。もしこれらの原料を断ち

切られたら、1000万から1200万人の失業者が発生す

るであろうことを彼らは恐れていた。したがって彼

らが戦争に飛び込んで行った動機は、大部分が安全

保障の必要に迫られてのことだった」と、証言した

のです。

つまりマッカーサーは、彼自身が自作自演した東京

裁判を自己否定し、大東亜戦争は「日本の自衛のた

め」の戦争であったと認めたのです。

＝第2372回例会＝

大磯町美化キャンペーン
（5月22日(日)大磯町美化キャンペーン参加を

6月2日の例会と振替）

日 時：5月22日(日)Ａｍ7:00

集合場所：滄浪閣前

参 加 者：5名+地元参加者3名計8名

清掃場所：滄浪閣南側海岸

当日、滄浪閣前に集合したのは河本、百瀬、大藤、

新宅、田中の5名(敬称略)。地元での清掃参加者は

井上、守屋、野田（敬称略)の3名でした。薄日の射

す穏やかな日和で、沢山の大磯町民が家族で参加さ

れていました。

河本会長挨拶の後、各自ゴミ袋を持ってゴミ収集に

掛かりました。毎年参加していますが、毎年ゴミが

少なくなって行っている気がします。ゴミの殆どは

海から漂着した木ぎれでした。各自ゴミ袋いっぱい

のゴミを拾い集めて8時頃終了し、集合写真を撮っ

て解散しました。


