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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄

Ｎｏ．１５３１
ＨＰ：ｈｔｔｐ://ｎａｒａｏｍｉｙａ-ｒｃ.ｊｐ　
Ｅ-ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｏｍｉｙａ-ｒｃ.ｊｐ

第19回 11月30日 
通算1531回

第18回 11月16日 
通算1530回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1530回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 53名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 82.8％

1528回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 23名
●出席者数　　　　 59名
●補填者数　　　 11+4名
●出席率　　　　 95.2％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「４つのテスト」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話　
　 「明治人のバックボーン
　（司馬遼太郎が「坂の上の雲」
　　で伝えたかったこと)」
　 正岡子規研究所主宰
　 正岡　明　氏
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／１９
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会長報告
１１月９日に東京恵比寿ロータリ
ークラブの１５周年記念式典に出
席いたしました。当クラブからは
会員１６名と、土谷さんの奥さん
が出席いたしました。前夜祭と当
日の式典は本当に盛大に行われま
した。

皆様に出席いただいたＩＭに先立ち、
会長会議がありました。熊本ガバ
ナー補佐から平城遷都１３００年
祭のもてなしボランティア協力の
お礼ということで、お話がありま
した。ＩＭは、「知っておきたい
奈良県のこと」というテーマで「ロ
ータリーフォーラム」が、３択の
クイズ形式で１６問あり、私のク
ラブからは飯田さん、土谷さん、
楠下さん、小西さん、橋本さんの
５名にご参加頂きました。その結果、
飯田さん、土谷さんが１位。団体
戦では３位ということでした。ち
なみに、来年のＩＭの担当は王寺
ロータリークラブです。

来年の国際ロータリークラブの年
次大会の連絡です。日にちは2011
年5月21～25日、場所は米国ルイジ
アナ州ニューオーリンズで行われ
る予定です。締め切りは今年の12
月15日です。

恵比寿ＲＣ１５周年式典

恵比寿１５周年

恵比寿１５周年
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10月1日にレイ・クリンギンスミスＲＩ会長より、埼玉県の八
潮ロータリークラブの会員田中作治さんが、国際ロータリー
会長ノミニーとして正式に宣言されました。日本人では3人目
です。1人目は東ヶ崎潔さん、2人目は向笠廣次さん、そして
田中作治さんです。

西尾ｋｉｒａｒａロータリークラブより礼状が届いておりま
すので、また回覧致します。
前回の理事会報告に漏れがありました。今回の規定改定につ
いては、ロータリー情報委員会を中心にして頂くという事で、
多田委員長にお願いしておりますが、メンバーの中に幹事と
私、その他副会長ですが、藤井副会長のお名前が抜けており
ました。申し訳ございませんでした。全部で11名がその委員
会に出席して頂く事になっております。

奄美地方の豪雨災害の義捐金の依頼が来ています。先ほど社
会奉仕委員長と話をしておりましたが、年頭に激甚災害の被
災地へは義捐金を送ることで理事会承認されており、地区か
らの要請があれば優先してやっていこうということになって
おりましたが、今回については締め切りまで例会が二回しか
なく、別口の当初の計画でやらせて欲しいということで、熊
本ガバナー補佐にも確認しましたところ、「それで結構です」
とおっしゃっているそうですが、詳しいことは橋本社会奉仕
委員長の方から地区に問い合わせて頂く事になりました。

入院中の宮西会員のお見舞いに、私と石野幹事、藤井副会長、
中條ＳＡが行って参りました。幸いにも回復が早いようで、
早くもベッドの上でパソコンを開いてお仕事をされていまし
た。早ければ次回の例会に出席されるかもしれません。

委員会報告
藤井クラブ管理運営常任委員長
第２回情報集会には５７名のご出席を頂き、どうも有難うございました。５班に分かれて討議された内容を纏
めたものを状差しにいれました。この情報集会でのご意見を今度は実行に移すようにと、会長からご指摘頂い
ています。また理事会に諮り、出来ること、すぐ各委員会にお任せできること、色々考えていきたいと思って
おりますので、またご協力お願いいたします。

武藤ロータリー財団常任委員長
先々週、地区財団副委員長の岩井さんに卓話をしていただきましたが、今月は財団の月間です。皆さんの状差
しの中に年次寄付のお願いで封筒を入れました。金額は１万円です。何卒よろしくご協力をお願いしたいと思
います。
それからロータリーカードの申し込みのお願いです。まだお作りになっていらっしゃらない方、お持ちいただ
いても、何のデメリットもありませんので、是非この機会にお申し込みをお願いいたします。
お願いばかりで恐縮ですが、次はベネファクターについてです。気持ち良くご参加頂ける方が数名いらっしゃ
いますが、今年は特に円高還元祭で、例年に比べ＄1,000が非常に近うございますので、是非ともこの機会にベ
ネファクターを目指して頂きたいと思います。

ロータリー情報委員会・多田廣委員長
先日、細則の検討委員に１０名任命されましたので、早速ですが、本日の例会終了後、ロビーで会合を開きた
いと思います。15～20分で終わると思いますので、よろしくお願いいたします。お名前を念のため申し上げま
す。矢追さん、藤井さん、石野さん、森下さん、箸尾さん、平野さん、小池さん、楠木さん、麹谷さん、以上
の方々です。宜しくお願い致します。

ＩＭ

ＩＭ
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平城遷都1300年記念事業担当・髙野委員
１１月７日に平城宮跡会場での平城遷都1300年祭が終わりました。半年余りに渡りまして色々とご協力頂き、
どうも有難うございました。熊本ガナバー補佐から数字を調べるよう言われたのですが、30クラブ1,088名の方
にご参加頂きました。西尾KIRARA及び堺東南ロータリークラブからバナーを頂いておりますので、また回覧さ
せて頂きます。

　 

　
期
首
会
員
数
の
７
割
と
仮
定

　　 開催日�　　　　　  クラブ名�　 　 　  参加人数　　 期首会員数　　 備考
　　　　５月12日�　　　奈良東ＲＣ�　　　　　　　　29 　　　　  　42 　　
　　　　５月15日　    奈良大宮ＲＣ�　　　　　　　 46　　　　  　 65 
　　　　５月25日�     大和高田ＲＣ�　　　　　　　67 　　　  　　95 
　　　　６月５日� 大和郡山ＲＣ、生駒ＲＣ　　　   � 57　　　　  　 81 
　　　　７月29日�　  　奈良西ＲＣ�　　　　　　　　34 　　　  　　48 
　　　　８月25日�　　  平城京ＲＣ�　　　　　　　　22　　　　  　 31 
　　　　９月16日�　  　あすかＲＣ�　　　　　　　　39　　　　  　 55 
　　　　９月17日　　   �橿原ＲＣ　　　　　　　　　�48　　　　  　 68 
　　　　10月２日　　   �奈良ＲＣ　　　　　　　　 �97 　　　  　 139 
　　　　10月13日　　   �桜井ＲＣ　　　　　　　　　35　　　　  　 50 
　　　 計�　　　　　　　　　 　　　　　　　      474　　　　  　674 

【平城遷都1300年祭データ】
1）県下クラブ例会、イベント参加状況

2）受付・案内ボランティア 3）来寧クラブ状況
 開催日�　　　クラブ名　　参加人数　　 備考
４月24日　　平城京ＲＣ� 　　8 
４月25日　　平城京ＲＣ� 　　8 
４月26日　　奈良ＲＣ　　　　　　 8 
４月27日　　奈良ＲＣ　　　　　　 8 
４月28日　　奈良東ＲＣ　　　　　 8 
４月29日　　奈良東ＲＣ　　　　　 8 
４月30日　　奈良西ＲＣ　　　　　 8 
５月１日　　奈良西ＲＣ　　　　　 8 
５月２日　　生駒ＲＣ　　　　 　　8 
５月３日　　生駒ＲＣ　　　　 　　8 
５月４日　　橿原ＲＣ　　　　 　　8 
５月５日　　橿原ＲＣ　　　　 　　8 
５月６日　　奈良大宮ＲＣ　　　　 8 
５月７日　　奈良大宮ＲＣ　　　　 8 
５月８日　　大和高田ＲＣ　　　　 8 
５月９日　　大和高田ＲＣ　　　　 8 
10月９日　　平城京ＲＣ　　　　　 4 
10月10日　　平城京ＲＣ　　　　　 8 
10月11日　　奈良大宮ＲＣ　　　　11 
10月16日　　王寺ＲＣ　　　　　  12 
10月17日　　王寺ＲＣ　　　　　   6 
10月23日　　桜井ＲＣ　　　　　   7 
10月24日　　桜井ＲＣ　　　　 　  9 
10月30日　　あすかＲＣ　　　     3 
10月31日　　あすかＲＣ　　　     3 
11月３日　　奈良大宮ＲＣ　　     9 
11月６日　　奈良ＲＣ　　　　 　　5 
11月７日　　奈良ＲＣ　　　　 　　4
　 計　　　　　　　　　　　　　209
 

午
前
４
名
、
午
後
４
名
と
仮
定

実
数

 開催日� クラブ名� 参加人数� 備考
４月25日� 舞鶴ＲＣ� 30 
５月15日� 東京恵比寿ＲＣ� 21 
５月15日� 太宰府ＲＣ� 8 
� 岡崎ＲＣ� 49 

(熊本) 1 
６月６日� 台南北ＲＣ� 38 
� 福井東ＲＣ� 28 
� (熊本) 1 
10月16日� 静岡中央ＲＣ� 25 � 概算
� 丸岡ＲＣ� 30 

(髙野）� 1 
� 福井ＲＣ� 27 

(熊本) 1 
� 広島西南ＲＣ� 12 

(熊本、髙野) 2 
10月23日� 京都洛東ＲＣ� 25 � 概算
10月24日� 横浜西ＲＣ� 12 
� 西尾ＫＩＲＡＲＡＲＣ� 42 

 (熊本、石野、植村、髙野)� 4 
11月３日� 堺東南ＲＣ� 12 
11月３日� 八王子南ＲＣ� 36 
計�  405 

５月23日

10月11日

10月17日

10月23日

10月30日

10月17日

4)その他�  
受付ボランティア講習参加人数�  69
のぼり掲出数�  2404

1）＋2）＋3）�  1088
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プログラム委員会・髙野委員長
次回は講師に正岡明先生をお招きしました。演題は「明治のバックボーン～司馬遼太郎が「坂の上の雲」で伝
えたかったこと～」です。ちょうど昨年に続き12月にＮＨＫでスペシャルドラマ「坂の上の雲」が放映されま
す。それに先立ちまして正岡先生にお話をいただきます。正岡先生は、昨年菅野美穂が演じた正岡律（正岡子
規の妹）のお孫さんです。正岡子規研究の第一級の資料が正岡先生のお宅にたくさんあるという事で、司馬遼
太郎とも非常に深い交わりがあったということです。司馬遼太郎が本音で語った事等色々聴かせて頂けると思
います。ご出席お願いいたします。

指名委員会・楠木委員長
本日例会終了後「若草の間」に於いて第二回目の指名委員会を開催致しますので、指名委員の方はよろしくお
願いいたします。尚、11月9日までに立候補しようとする方はおられませんでした。

友好クラブ委員会・潮田委員長
恵比寿ロータリークラブ15周年記念例会に参加された皆さん、御苦労様でした。
10月1日ハワイのミリラニ・サンライズＲＣの会長が突然、カレン・イーさんという女性の方に任期半ばで替わ
られました。当クラブとの連絡役の国際奉仕はロージー・キャンプさんです。前の会長が辞められて日本語を
話す人が少なくなりましたので、もし連絡される方は私もしくは西口さんに言ってください。宜しくお願い致
します。

親睦活動委員会・野﨑副委員長
・�12月21日（火）年末家族例会を奈良ホテルで行います。ご出席の程、宜しくお願いいたします。
・� 明後日11月18日第二回親睦ゴルフ大会が奈良国際ゴルフクラブでございますので、はご出席お願いいたしま
す。

幹事報告
来週の火曜日は祝日の為、例会はお休みです。宜しくお願い致します。

例会変更
■�大和郡山ロータリークラブ　■
・�12月13日（月）…生駒ＲＣとの合同例会の為時間・内容の変更（大石恒義パスト会長追悼例会）
　　　　　　　　　 時間：18：00～19：50
　 ※ビジター受付は通常の例会として行います。但し、お食事はお出ししませんので、ビジター料金は
　　 頂きません。
・�12月27日（月）…定款第６条第１節(C)により休会。※�ビジター受付は行いません。
■�桜井ロータリークラブ　■
・�12月15日（水）…ガバナー公式訪問の為例会場所変更　　場所：まほろばセンター「多目的ホール」
・�12月29日（水）…家族忘年会の為、日時・場所変更
　　　　　　　　　 日時：12月5日（日）　17：30～　場所：スイスホテル南海大阪
　 ※�ビジター受付は行いません。
■�生駒ロータリークラブ　■
・�12月15日（水）…大和郡山ＲＣとの合同例会の為日時・場所変更。
　　　　　　　　 　日時：12月13日（月）18：00～　　場所：奈良プラザホテル
　 ※�ビジター受付は通常の例会として行います。但し、お食事はお出ししませんので、ビジター料金は
　　　頂きません。
・�12月22日（水）…家族親睦クリスマス例会の為日時・場所変更。
　　　　　　　　　 日時：12月18日（土）18：00～　　場所：シェラトン都ホテル大阪
　 ※�ビジター受付行いません。
・�12月29日（水）…定款第６条第１節(C)により休会。※�ビジター受付は行いません。
■�奈良ロータリークラブ　■
・�12月16日（木）…忘年家族会の為例会変更
　　　　　　　　　 時間：16：00～17：00　　　場所：奈良ホテル
　 ※�ビジター受付は１２月１６日（木）12：00～12：30まで奈良ホテルにて行います。
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１１月に誕生日・結婚記念日を迎えられた方から挨拶
                  代表者：中井　一男　会員　

（ＲＣ略歴）チャーターメンバー。1980-1981年度幹事。1987-1988年度会長。

　誕生祝と結婚祝いを頂きましてありがとうござい
ます。先日宮西さんからお電話頂き、「お祝いを致
しますので、代表挨拶をして下さい」ということで
すので、年長者の松岡さんを前に致しまして、おこ
がましくも挨拶することをお許しください。よろし
くお願いします。
　私は昭和５４年の１月、ロータリークラブにチャ
ーターメンバーとして入会させて頂きました。その
時は、２２名でしたので、非常にこじんまりとした
本当に良いクラブだったと思っております。決して
現在のクラブが悪いという意味ではありませんが、
本当に良いクラブでした。
先日の情報集会でも中條さんと当時の話をしており
ましたが、一番年長者は明治４２年生まれの上杉さんという方でございました。次に、大正生まれの方がずらず
らとおられまして、それから昭和１ケタ、２ケタとなっていた訳です。一番若かったのは、今もなお元気でピチ
ピチしておられるＳＡＡの中條さんでした。当時も確かＳＡＡでございましたね。私は丁度真ん中位で５０歳で
ございましたので、働き盛りということもあり、色々と奉仕活動に専念させて頂きました。苦しいことも色々と
ございましたが、今となっては楽しい思い出の一つとして心の中に残っておるわけです。
「論語」で有名な孔子様の教えの中で、自らの生涯を擬えてこう申しておられます。
「吾十有五而志於學　三十而立　四十而不惑 　五十而知天命　六十而耳順　
七十而從心所欲　不踰矩」
（吾、十五にして学を志す　三十にして立つ　四十二して惑わず　五十にして天命を知る　
六十にして耳順がう　七十にして心の欲する所に従えども矩を踰えず）
要するに７０になったら体も弱ってくるから、もう何してもええんじゃ、ということです。そう言い残して孔子
様は７４歳でお亡くなりになりました。８０歳は想定外でございます。私は今年で８１歳になります。もう想定
外でございますので、もう何しても良いんじゃないかなと勝手に決め込んでいる訳でございます。
ですのでこれからは皆様方の足手纏いにならないように気をつけながら、自分なりに矩を踰えないで、気ままな
奉仕活動に専念させて頂きたいな、と思っております。
本日は本当に有難うございました。これからもよろしくお願いいたします。
もう一つ。来年もまた頂く事になるかも知れませんが、また同じように前で話をするのはストレスだな、と思っ
ております。歳にろくにとれないんじゃないか、と思っております。楽に歳をとれるように、一つ宜しくお願い
致します。有難うございました。

 

　１１月お誕生日・結婚記念日
　★� お誕生日 ★
　１３日　　矢追家麻呂　君　　　１８日　　松岡嘉平治　君　　　
　１８日　　佐川　　肇  君　　　２４日　　中井　一男  君　　
　２５日　　宮坂　久永  君
　★ 結婚記念日 ★
　　３日  　小川　祥夫  君　　　　４日　  倉田　智史  君　　　
　　６日　　成田　　積　君　　　　７日　　清岡　正教  君　　　
　１１日　  水野　憲治  君　　　１３日　　山本　尚永　君
　２３日　　中奥　雅巳　君　　　２４日　　中井　一男　君
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日本の農業　
                                           松岡嘉平治　会員

　先ほどは誕生日祝いを有難うございました。
ちょうど1920年11月18日明後日で満90歳と
なりますが、こうして元気で皆さんの前で、
お話をさせて頂くということを私は非常に
光栄に感じております。暫くの時間でござ
いますが、どうかお付き合い頂くようにお
願い申し上げたいと思います。
私の職業分類は「農業」です。奈良県下13
ＲＣあり、ロータリアンが約700～800名お
られると思いますが、恐らく農業という職
業分類を出されている方は、私だけではな
いかな、と思います。私は入会する時に箸
尾会長が、「貴方、『農業』にせず貸しビ
ル業もされているんだからそちらにされてはどうですか」というお話を頂きました。しかし私は生粋の農業人
でございまして、そして日本の国にとって「農業」がどれだけ大事なものであるか、しかもロータリアンとし
てこれから社会奉仕を行う中で、「農業」ということについても十分考えていかなければならないのではない
か、という意味をもって私は職業分類で「農業」を選択をした訳です。その点を皆さん、ご理解をお願いいた
します。と言いますのも、私どものクラブにも70名ほどの会員がおられますが、お祖父さん、お父さんが農業
をされているという方は、半分以上いらっしゃるのではないでしょうか。いかに「農業」というものが日本の
国にとって大事なものであったか、ということを物語っているのではないかな、と思います。
本日皆様方にお回ししております写真は、何故私が「農業」というものに執心をもったか、という一つの証で
す。昭和27年昭和天皇が奈良県の橿原神宮に講話条約の報告に参られた、この時に県で6名が選ばれ、陛下に面
会をさせて頂きました。この時、ちょうど私が最年少の32歳でした。当時は「天皇陛下」というと、なかなか
側に近寄ることもできませんでしたが、陛下が私の前にお出でになられ、私が陛下に奈良県の農業の状況を説
明申し上げました。非常に光栄に感じた訳です。私以外の選ばれた５名は殆どがお年寄りで、私が一番若かっ
たのですが、県の命令を受けまして拝謁を仰せつかり、その時に昭和天皇が最初に私に言われたことが「日本
の農業は日本の国の宝ですよ。どうぞ頑張ってください」、この一言が私に「俺は、これはどうあっても農業
で行かなきゃいけない。農業を職として社会に奉仕していこう」と決意した次第です。これが私の「農業」の
始まりです。それから60数年間、現在もまだ連合会の会長をし、東京の協会の理事もさせて頂いています。
日本の農業は他の国に比べて、如何に大事な職業であるか。昔歴史などでよく「士農工商」ということを学ば
れたのではないかと思いますが、「士農工商」ということは侍の次に農業が重要とされているのです。「豊葦
原瑞穂国」という通り、日本の国は農業を主にして育ってきた国です。そういう意味からも、今現在の状況を
見ましたら、私は本当に嘆かわしい気がしています。
最近ＴＰＰの問題も非常に世間を騒がせています。農家の方が団体が、何千名と気勢を挙げ、「農業を守れ」
「もし日本がＴＰＰ参加をするならば、日本の農業は壊滅する。日本の農民も飢え死にをしなければいけない」
というようなことを申し上げてますが、私はそういうもんじゃないと思っています。何故このような状況にな
ったか。国の農業政策というのは非常に貧しい、拙い。私はそう断言せざるを得ないのです。
昭和33年に新しく「農業基本法」制定されました。恐らくこの中にも終戦直後の状況を知っておられる方はあ
まりおられないかと思いますが、私は昭和23年に復員し、日本の土地を踏んだ時に、あの食糧不足の状況で、
国民は本当に血眼になって食糧を探し求めておりました。「買い出し列車」と言われる程、田舎に買い出しに
行く国民によって列車は満席になっていました。都会の人はどんな良いもの、自分の宝物にしているようなも
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のをもってしてでも、食料を得んが為に米と交換
しに田舎に来られた。食べるものがないほど人間
が困るものはありません。今の若い人たちは、そ
んな苦労は全然されてないから、理解しにくいと
思いますが。
マッカーサーが、日本の国民に米を食べささない
ようにした。要するに、日本の国民にパン食を植
え付けようとした。そういうことがアメリカの国
益になるからです。アメリカは小麦を生産してい
ます。それを売らんがため、日本人に米を食べさ
さない、ということは色々な意味において戦略的
な意味もある訳です。そういう終戦時に計画され
てきたことが、今になって表れてきている。
今日本の米の消費量というのが本当に少なくなっています。昔は「夫婦三石」といって、二人の夫婦がおれば
三石の米を食べた、という時代がありました。日本の国民が9,000万人程だった昭和30-40年頃でも一千数百万
㌧の米が消費されていました。ところが今1億2,000万人という人口がありながら、僅か数百万㌧しか米が消費
されていない。これでは日本人の体質はもちません。日本人は、米を食べなければ健康を維持するのが難しい、
そういう人種になっているらしいです。現在世界でも有数の長寿国だと言われていますが、私は絶対この歪み
が出てくると思っています。既にその兆しがあります。高血圧、心臓発作、こういう病気はみんな、今まで米
食をしていた日本国民の食生活が大きく変わってしまったことが原因で、多発しているのだと思います。昔は
こういう病気はあまり聞かなかった。、恐らく朝食を摂られている方は、このロータリアンの皆さんの中でも
そう何人もおられないのではないでしょうか。朝食は米食という方、そういうことがやはり大きく健康にも繋
がっていく。「もっと米を食べよう」「もっと米を食べて欲しい」、これが日本の農業を育てる一つの大きな
元になるというように考えています。
日本の「農業」というものが如何に国に貢献しているか、ということがこれからわかってくるのではないかと
思います。農業というものに対してもっと理解を深めて頂きたい。私はいつも東京で会議がある時には申し上
げていますが、今の政治は製造業、工業中心になっています。しかし、昭和23年のあの貧困時代を経て、僅か
十年、昭和33年には既に米が余るほどに生産していました。そこで日本の国が大きく変えられた。「所得倍増
計画」で国民の生活を豊かにしようということで、自動車・電機産業に農家の労働力を全部もって行った訳で
す。だから日本が経済大国となった一番大きな労働力の原動力は農村にあった、農村の原動力が日本の経済大
国化を押し上げたんじゃないか、といつも言います。私は、農業が如何に大事な職業であったか、農業が日本
にとってどれだけ大きな貢献をしてきたか、ということを申し上げたいのです。
いま、ＴＰＰの加入問題が出ております。しかしＴＰＰは、農家の方が大きく反対されておりますが、今世界
の趨勢から考えますと、当然これは加入しなければ、また協力しなければならないようになってきているので
はないかな、と思います。その代わりに国にはここで農業政策を大きく変えて頂かなくてはならない。もしこ
のままの状態でＴＰＰに参加するという事になった場合には大変なことが起こってくるのではないかと思いま
す。一旦食糧の操作をされた時には日本はたちまち干上がってしまいます。島国でございます。
先日、東京大学のある有名な先生が、「あえて日本で食料を作らなくてもいいじゃないか」という私にとって
暴言ともとれる発言をされました。全国農業会議の会長会議の時に、大きく反発しました。その方が言われる
には、日本ほど肥えた食物生産に適した土地はない。雨は降る、気候は温暖、土地は肥えている。一旦山を耕
し、もし封鎖されたら山を耕して芋を作ればいいじゃないか。粟を蒔けば良いじゃないか、米を蒔けば良いじ
ゃないか。こういうことを言われるんです。成程、山を開墾すれば芋はできます。戦争中には芋半分、米半分
というような食事もしました。ところが、今の国民はどうですか。そんな生活を果たしてやっていけますか。
今の若い人達は芋半分米半分の食料で辛抱できますか。私はその先生にそう申し上げたんです。「先生、それ
はちょっと過言ではないですか。今の若い人は麦半分米半分、米のない生活はできませんよ。勿論パンは入り
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ニコニコ箱　本日計 47,000円　累計　1,045,000円

▼次項へつづく

矢追家麻呂君　東京恵比寿ＲＣ創立１５周年記念式典は素晴らしい式でした。また、お誕生日のお祝いありがと
うございました。

松岡嘉平治君　お誕生のお祝いありがとうございました。満９０歳になりました。
有井邦夫　君　松岡先輩お誕生日おむかえ！元気にガンバッテ下さい。
高木伸夫　君　松岡様、本日の卓話ご苦労様です。楽しみにしてまいりました。
植村将史　君　谷川さん　増井さん　山本（尚永）さん　本日はごちそうさまでした。
山本尚永　君　結婚記念日のお祝いありがとうございます。
清岡正教　君　結婚のお祝いありがとうございます。ニコニコに協力です！
成田　積　君　結婚祝いをいただきありがとうございました。
中井一男　君　誕生日、結婚祝、２つも戴きまして、ありがとう御座います。８１才になります。クラブで３番

目になります。トホホ・・・
橋本和典　君　ミク姫の七五三にご相伴になりました。生まれて初めての着物姿にすっかりご満悦でした。爺と

しても報われた思いでした。次の子も女の子と聞いて思わず「どないしょ！」でした。しっかり
積立します。

飯田二昭　君　先日のＩＭで賞が当たりました。
潮田悦男　君　恵比寿ロータリークラブ１５周年記念例会に参加された皆様、御苦労様でした。
森下泰行　君　ニコニコに協力。
渡辺英孝　君　ニコニコ協力です。
柴田直三　君　ニコニコに協力です。
今﨑和民　君　ニコニコに協力。

ません。小麦はとれませんから。」そんなことを言っておられるリーダーの方がたくさんおられるんです。だ
から農業基本法もうまくできないんです。私は残念でたまりません。何の為に封筒に赤紙一枚で戦争に行って、
6年間ビルマの山の中で苦労してきたんだ、と言ってその先生に私は食って掛かったんです。非常に考え方が甘
いと思います。そんな甘いものではありません。私はもっと国民の皆さんが日本の国を愛するのであれば、も
う少し全部の国民が満足できるような政治をして欲しい。日本で色んな製品を作って、外国に売ってお金を儲
けなければいけませんが、毎日食べる食料の確保という事だけは、私はいつの時代にもしていかなければなら
ないと思っています。私はよくこのような話をしますが、やはり国の基は「農」である。昭和天皇が、「日本
の農業は日本の国の宝ですよ。どうぞ頑張ってください」と言われたその言葉が、未だに私の耳に残っていま
す。やはり、日本のリーダーの天皇がそこまで考えておられたんです。天皇陛下は「自動車を作って下さい」
とは言いませんでした。「電気を作って下さい」とは言いませんでした。「農業を守ってください」という一
言。これは永久に私の耳に残っているのです。私はあらゆる機会で、これを訴えていますが、私も農業のリー
ダーとして60数年間今日までやってきました。まだまだ元気で、元気な内は農業のリーダーとしてやっていき
たい、と考えています。今後とも皆様のご理解あるご協力をお願いいたします。

 本日のお客様
  裏出　豊　様（京都山城ＲＣ）
  崔　瀞仁　様（米山奨学生）
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東京恵比寿ロータリークラブ15周年記念式典招待状
（10月26日）

西尾ＫＩＲＡＲＡロータリークラブお礼状（11月1日）

三笠中学校　「労働に学ぶ」お礼状（10月29日）

 



10 ●会報・ＩＴ委員会／高辻良成   坂井宣之   植村将史  ●Webmaster／高辻良成

12月7日(火）　
　　　　　　　年次総会　
　　　　　　　卓話　　　「1300年祭を振り返って」　髙野　治　会員

次週の例会

堺東南ロータリークラブお礼状（11月4日）

東京恵比寿ロータリークラブお礼状（11月9日）

 

 




