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Barry Rassin

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長

東京麹町ロータリークラブ
本日の例会プログラム
第 28 回例会 2019.4.15 （＃2234） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 澤本君 会費係 須藤君
受付係 井関君 後藤君
司会者 浅野君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君

前回の報告
第 27 回例会 2019.4.8 （＃2233） 会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 久保田君 会費係 秋山君
受付係 福田君 濱田君
司会者 浅野君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山君

卓話「伝統芸能の世界」

卓話「旅行からみた知ってて得する
春日 とよ花次氏
紹介者 齊藤会員

ネット世界と今後の行方」
苦田 高志会員

会長報告
1）先週は、絶好のお花見でした。多くの皆さまにご参加いただき有難うございました。
2）本日は、苦田会員にネットの使用について、いろいろな便利な点や、注意すべき事など細かな事を教えて
頂こうと思っております。後ほどよろしくお願い致します
3）パストガバナーの吉田雅俊様が中心となって「聴導犬チャリティーディナー」の御案内を配布しました。
御協力頂ける方は、4/22日までにお会費を添えて事務局までお申し出下さい。
幹事報告
1）先週の観桜会には皆様お集まり頂き有難うございました
2）徐々に、次年度へむけて、地区などの委員会などが招集されます。お忙しいとは存じますが、該当のかたは
御準備を宜しくおねがい致します。
3）冬はお休みしておりましたが、福島県産直品の購入を再開致します。 是非ご協力ください。
4）4/14日には、皇居健康ウオーキングを予定しております。ご参加下さい。
5）例会終了後に、定例会理事会が御座います。該当の方はお残り下さい。
ニ コ ニ コボ ッ ク ス

例会記録
会員総数 46名 出席会員数 31名
ゲスト
2名 その他
0名
ビジター 1名 事務局
2名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ0名 出席率 67.39％
────────────────
3 月 18 日 Make-up 後の
出席率

85.43％

結婚記念日：保科会員(18 日)杉本会員(18 日)
【今週の MU 状況】
佐藤・飯嶋・浅野会員
（4/10 福島南 RC）

次回予告

千玄室様：久しぶりに伺いました、感謝
新保会員：観桜会、最高の状態で開催できま
した。ご参加頂きありがとうございました。
苦田会員新保会長、お声掛けありがとうござ
いました。若林様ガバナー就任おめでとう
ございます。今日は先輩方に叱られに来ま
した。宜しくお願い致します。夫人誕生日

誕生日祝い：植芝会員(2 日) 荒川会員(4 日)
近藤会員(13 日)若林会員(26 日)

第29回例会 2019.4.22（＃2235）
会場：舞の間
例会ホスト・紹介係 駒井君
受付係 齊藤君 杉本君
会費係 時園君
司会者 浅野君
ソングリーダー 崎山君
卓話

「イニシエーションスピーチ」
藤田 進太郎会員（1/1入会）
近藤 貴俊会員（3/1入会）
中村 和典会員（3/1入会）
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世界を巡る三角関係
危機管理ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 半田 亜季子氏（3/4 卓話

この度は、「東京麹町ロ
ータリークラブ」様の卓託
にお招き戴きありがとうご
ざいました。
フラッグの意味を知り、身
の引き締まる思いで当日
会場に伺いましたが、皆様
と ても 暖かく 迎え てく ださ
り、ホッと胸をなでおろした次第です。
皆様と共に体操をしたり、国歌斉唱し、改めて日本
人としての誇りを感じました。と同時に世の中が、世
界中が皆このような思いでいれば、争いもなく仲良く
なれるのにと・・・・・。どの国の国民も皆、個人的には
良い方ばかりなのです。それが固執した政府の考え
方により、国民は翻弄され相手国を恨んだり、誤解
が生じます。
では、そうならないためにはどうしたらよろしいので
しょうか？まずは、歴史上の真実を知ることです。例
えば、北方領土問題ですが、これは 1945 年 8 月 9
日スターリン率いるソ連軍が「日ソ中立条約（1941･
4 ･ 13 ） 」 を 一 方 的 に 破 り 、 日 本 が 「 ポ ツ ダ ム 宣 言
（1945･7･26）」を受諾（降伏）した後、不法に四島（択
捉島・国後島・色丹島・歯舞島）を占領したのです。
いま、日露間で、色丹島・歯舞島の二島返還で、平
和条約を結ぶという動きがあります。でも地図をご覧
戴ければお分かりのように色丹島・歯舞島は、全体
の 7％に過ぎません。何より忘れてはいけないのは、
シベリア抑留で 11 年間にも渡り、日本人を強制収容
所に入れ働かせ 6 万人を死亡させたという真実で
す。当時、満州・朝鮮・樺太（サハリン）にいた日本人
を「ダモイ（帰国）」と騙し、最果てのシベリアに強制
連行したのです。この真実に蓋をして、二島返還で
全てが終わってしまうのでしょうか？平和とは、そん
なものなのでしょうか？私は、そうは思いません。不
条理さを国際社会に訴えて、正義を貫き通すべきで
す。
はっきりものを言わないことが、日本人の美徳のよ
うに考えられておりますが、それは国際社会には通
用しません。
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齊藤会員紹介）

また世論調査でも「はい・いいえ」の回答より、「分
からない・どちらとも言えない」の数が多いのも気に
なる所です。無関心さは、やがて国を滅ぼします。
災も逃げて通れば、ストレスになりますが、立ち向
かって行けば生きる活力になるのです。知恵と工夫
で複雑社会を生き抜きましょう！現代の 3K をご存知
ですか？「健康・環境・危機管理」です。一期一会、
皆様のご健勝とご多幸をお祈りして、檀上を降りさせ
て戴きます。
ありがとうございました。

10 年前、千鳥ヶ淵
のイギリス大使館前
に寄贈した桜が、
ずいぶん大きく育っ
ております。
可愛らしくたくさん
の花を付けました。

ク ラ ブ だ よ り N o. 2 8

『多数ご参加下さい』
4 月 22 日（月）18：00～ 新入会員歓迎会
藤田進太郎・近藤貴俊・中村和典会員を囲んで、
開催致します。 是非多数ご参加下さい。
＠維新號 会費：12,000 円
東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場

1968 年 6 月 17 日
月曜日 12：30
ホテル･ニューオータニ
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