
1

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ

Club Weekly Bulletin
■創 立：昭和54年1月23日 ■例会：毎週火曜日17:30
■事務所：奈良市大宮町6丁目2-1 南都銀行大宮支店内 電話0742-33-8583
■例会場：奈良市高畑町1096番地 奈良ホテル本館 電話0742-26-3300(代）
■会 長：楠原忠夫 ■副会長：潮田悦男 幹事：橋本和典

発行日 / 2013年3月5日
2012-2013/32

Vol.34
No.1638

hp:http://naraomiya-rc.jp

E-mail：info@naraomiya-rc.jp

2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第32回 2月26日
通算1637回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ８名
◎出席者 ５７名
◎出席率 ８７．６９％

第30回 2月12日
通算1635回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １０名
◎補填者 ７＋２名
◎出席者 ６１名
◎出席率 ９５．３１％

例会プログラム

第33回 3月5日
通算1638回

１．開会の点鐘 17時30分
２．ソング
「君が代」
「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介
４．会務報告
５．卓話

美術絵文字作家・ｴﾓｱ-ﾙ
有限会社代表取締役・生
き物文化誌学会正会員
豊下 康次様
生き物達の創作絵文字
～絵文字ﾋﾞｵｱｰﾄ～

６．閉会の点鐘 18時30分

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

本 日 の お 客 様

●宮本 正明 様（大阪東ＲＣ）
●植野 洋志 様（奈良西ＲＣ）

委 員 会 報 告

新世代委員会：藤井委員長
先週23日（土）に、自治会と協力させて頂きまして、子ども未来会
議をさせて頂きました。多数のご参加を頂き有難うございます。そ
の時、近鉄電車のトラブルがあり、実施できるかと思っていたので
すが、立ち見が出来る程になりました。自治会の方もロータリーの
方にも協力して頂き、集まって頂きました。

潮田副会長
●明日から情報集会が始まりますが、もう一度ここでテーマの確認
をします。これからの国際奉仕活動について。国際奉仕活動には米
山奨学生・米山奨学金の事も含みますので、それで討論をお願いし
ます。
●先日休んでいた時の報告を読んでいたのですが、ＷＣＳは中止に
なったのではなくて、ＲＩが関連するＷＣＳがもうパイロット地区
の事業が終りましたので前年度でなくなりましたけど、地区並びに
各ロータリークラブに関してはＷＣＳはまだずっと続きますので、
ロータリーの国際奉仕事業にも関連して継続されていきます。ただ、
もうパイロット地区というのがなくなりましたので、世界各国のど
このロータリークラブと一緒になっても良いですし、地区で何クラ
ブか一緒になって活動を行っても良いということです。ただ、ＲＩ
が推奨して、こことこことというようにパイロット地区を指定して
事業を行うというのは中止になりました。
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●次々回の3月12日の例会に東京恵比寿ロータリークラブの方が22名来られます。その日例会
は下の大きな部屋の方ですが、修二会に行かれますので、途中退席されます。その点、また
皆様方の協力、お願い致します。

ロータリー情報委員会：楠木委員
毎月一回やっておりますロータリー情報委員会からのインフォメーションです。今日は、他
愛無い話ですが、ロータリー用語、或いは固有名詞の使い方で思ったことをお話させて頂き
ます。
例えば、もう皆さんもご存じのように国際ロータリーは、国際ロータリー（RI）の定款細則
によって結成された世界中のロータリークラブによって構成される連合体です。そして、地
区とは管理の便宜上結び付けられた一定の地理的な地域内にあるロータリークラブのグルー
プで、個々のロータリークラブがロータリーの向上を推進する事を達せられることを唯一の
目的としております。地区内のクラブ管理はガバナーの直接監督下におかれ、ガバナーはそ
の地区に於けるＲＩの役員であります。従って私たちが所属するのは「国際ロータリー第265
0地区」でありますが、私は7～8年前、ロータリーといえばその下にすぐクラブがあるという
概念しかありませんでしたので、ある日「国際ロータリークラブ第2650地区」と発言し、先
輩から注意を受けたことがありました。その後、あるクラブの周年記念例会でも同じ発言を
聞き、ロータリー用語はじゅうぶんに理解した上で使用すべきだと感じております。また、
今年の会報は正確に表現されておりますが、会報に関係のあるクラブに送付したり、今はネッ
トで誰でも見られるようになっているようですので、委員会名或いはクラブ名を、例えば
「親睦活動委員会」を「親睦委員会」としたり、昔ありましたが「東京恵比寿ロータリーク
ラブ」の方が来られた時に「恵比寿ロータリークラブの○○さんようこそお出でくださいま
した」とするものがニコニコなどでありますが、そういう表現に関しては少し気になってお
りました。相手クラブにも失礼になるかと思いますので、気を付けたいことです。インフォ
メーションになったかどうかは分りませんが、今日の話は以上です。

卓 話

松岡 嘉平治 会員
『大正生まれの日本人』

今日の私の卓話は「大正生まれの日本人」、このク
ラブで大正生まれは私だけで、このような題名を付
けました。配布しております大正・昭和時代（戦前）
の資料に基づいてお話しします。大正、昭和初期は
大変変革の大きかった時であり、太平洋戦争が起こ
るまで日本の国は本当に大変な時代でありましたの
で資料を作りました。もう一つ貴重な書類を皆さん
に回覧します。終戦の天皇陛下の詔書です。終戦当
時の政府の高官であった方からいただき、裕仁と署名までいただいておりまして非常に貴重
なものです。太平洋戦争では３５０万人以上の日本人の人命と数百兆円の大きな犠牲を払い
ましたが、巷では太平洋戦争は何故起こったのか、何故やらなければならなかったのかとい
うことが、いまだにはっきりしておらず、太平洋戦争に参加した者として残念に思っており
ます。しかしこの詔書の中に毅然として天皇が書いておられます。そういう意味で回覧しま
すのでご覧ください。私は大正９年生まれですが、大正３年にヨーロッパ戦争（第一次世界
大戦）が起こりました。これはドイツがヨーロッパの他の国を侵略、当時ドイツは非常に強
力な国で太平洋の島々も当時はドイツ領でありました。当時日本とイギリスは同盟を結んで
おり、イギリスの皇室と日本の皇室は親戚関係であるような親密な関係にあったために、ド
イツに宣戦布告、戦争に参加しました。大正６年まで３年間戦争が続きドイツは敗北、連合
軍が勝利しました。日本も参戦したことで、太平洋の島々を占領することができ、パラオや
その付近も日本領となり大きな収穫でありました。その後ロシアで革命が起こりロシアの政
府も変わりました。ヨーロッパ戦争があったことで、この時代世界的に景気が立ち直ってき
ました。世の中の景気は戦争が起こり、終わると必ず良くなります。世界の歴史は戦争の歴
史といわれるように、戦争があるとそのあと必ず景気が良くなる、景気が悪くなると戦争が
起こるということは常識となっておりまして、大正７年から１１年まで日本も非常に景気が
良く、株価が暴騰し浮かれるような好景気でありました。ところが大正１２年に目が覚める
ような大震災、東京大震災が発生し大きな打撃を受けました。私が４歳の時でしたが、何と
長く地震が揺れておるのかと子供心に思っておりました。丁度お昼ご飯時に起こりまして１
時間以上揺れていた気がします。その後の神戸の震災など問題にならないくらい、また２年
前の東北の大震災の時もかなり長く揺れましたが、それ以上に奈良でも大きな震災の影響が
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ありました。東京はすべて焼け野原となり、江戸川は川に飛び込んで亡くなった方の死体が
無数に浮き上がり、それは大変なことであったと聞いております。この時に資料のとおり様々
な事件が起こっております。亀戸事件、甘粕事件、虎の門事件などです。このような事件が
震災と同時に起こり、震災にまぎれて東京の街で動乱が起こりかけましたが、幸い日本の警
察力が強かったために動乱にはなりませんでした。それから大正天皇が崩御され、昭和は元
年早々から様々な問題が起こってきました。昭和３年に三・一五事件、共産党が全国的に大
検挙を受けました。共産党が起こったのは大正末期で、それまではありませんでした。世の
中の景気が悪くなってきますと共産党が出てまいります。昭和２～３年頃、私が小学校の時
でしたが、油阪が大きなガードになっており、その下に浮浪者が集まり夜を過ごすというよ
うな時代で、国内に貧しい人がたくさん出だし、失業者が多く就職もできないというような
時代が続き、国内が非常に悪くなってきました。昭和４年には、ニューヨーク株式が大暴落
し世界恐慌がはじまりかけました。この頃からＡＢＣ陣営、アメリカ、イギリス、フランス、
というような欧米諸国のＡＢＣ網が東洋に触手を伸ばしてきました。すでに日本は軍隊を持っ
ており、強制的に軍隊に入隊させる徴兵もやり、対策を取っておりました。昭和６年には、
柳条湖事件を発端に満州事変が始まりました。柳条湖事件はＡＢＣ勢力から極東を守るため
に満州を独立させ、日本が維持していくという若い青年将校の発案で、日本が戦争を誘発す
るために起こした事件だという説もありました。私も学生時代でしたので真偽の程は判りま
せんでしたが、世間がおかしい状態になってきたということは事実です。内閣も頻繁に変わ
り、６カ月続けばいい方で、浜口首相が東京駅で青年将校に狙撃され、桜会によるクーデター
未遂事件（三月事件）が起こるなど、世の中が騒然としておりました。重要産業の統制法が
この頃制定され、浜口内閣が総辞職し、若槻礼次郎内閣になりました。この時代に軍部が非
常にはびこってまいりまして、満州進出、満州国を独立させようと軍部が力を入れ、国では
満州義勇軍をつくり、長野県の満州義勇隊で義勇軍の訓練を若い青年に行いました。私も３
カ月ほどそこで訓練に参加し、朝早くからものを作る教育がされました。教育を受けた若い
青年は満州に送られ、満州開拓義勇軍となって満州独立に大きな力を果たし、昭和７年には、
満州国が独立をしました。この年は、血盟団事件が発生、これは井上日召という活動家が暗
殺団を組織し、特定の政治家や財閥重鎮などをテロで襲撃したものです。また五・一五事件、
これは海軍の将校達が謀反を起こし、当時の内閣を襲撃し犬飼首相を暗殺したもので、過激
な事件がこの頃は多く発生しました。そして軍部がものすごい力で政治に関与するようにな
りました。政治家も内閣になると殺されるということが起こり、滝川事件では京大の滝川教
授も軍隊に殺されております。昭和８年、日本は国際連盟に入っておりましたが、国際連盟
でＡＢＣ網と衝突し国際連盟を脱退しております。この時の外務大臣が松岡洋右で、立派な
人物であり、ロシアに単身で行き同盟を結んできたという経緯も聞いております。昭和９年、
帝人事件が起こりました。その後天皇機関説の問題、岡田首相が天皇の機関説を否定したと
いう問題や、永田軍務局長が殺された永田鉄山事件、この頃軍部内でも大きな粛清が行われ
ており、まさに戦国時代であり大変な時代でありました。最後に起こりましたのが、昭和１
１年の二・二六事件。２月２６日、雪が降っておりまして、私が中学校から帰ってくる時、
東京に大事件が起こったということでした。二・二六事件は近衛師団の青年将校が謀反を起
こしたもので、九段坂周辺で大きな戦闘が起こり、あわよくば近衛師団を占領し、旧皇居、
皇居の中にも入ろうとしたという大きな事件でありました。おそらくこの二・二六事件によっ
て軍部の勢力が一度に表に出てしまった、そして政界の人は一度に引っ込んでしまい、軍部
が政権を取る大きなチャンスを作ってしまったのではないかと私は思っております。以上の
ように日本は大正の末期から昭和の初期にかけては大変な時代であり、二・二六事件を契機
に軍部が政権を握ることになりました。この点については、天皇も心を痛められたと聞いて
おります。ただし東洋をＡＢＣに囲まれては困る、何としても東洋の国は日本が守らなけれ
ばならないという大きな東洋精神と申しますか、これを日本が率先してリーダーシップを取
りながらやってきた結果であると思います。それが最終的に太平洋戦争になってしまった、
このことは回覧している天皇が終戦の時に言われた言葉の中にも十分あります。太平洋戦争

があったことで、現在独立している国は東洋にたくさ
んあります。日本人３５０万人の血と数百兆円の日本
の財政支出によってフィリピン、インドネシアやベト
ナム、ビルマその他の多くの弱小国が、立派に独立し、
名誉を守ることができたわけです。私がビルマに進駐
した時、イギリスが学校を作らないために、ありませ
んでした。私は日本語学校を開き、しばらく子供を教
えていたこともあります。それくらい東洋はＡＢＣ網
に侵されつつあったわけです。今でもインドネシアや
ビルマの有識者の中には、独立できたのは日本のおか
げと考えている方もおられるのは事実です。決して日
本は太平洋戦争で悪いことをしたわけではなく、悪い
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ことをしたこともあるかもしれませんが、戦争にはつきものであると私の恩師は言われ、戦
犯ということにもかなり反対されました。東洋が皆立派な国になったのは、日本のおかげだ
とその先生は言っておられます。とにかく私は日本人であると、日本人が東洋のリーダーシッ
プをとるという考え方だけは何としても崩れないと思いますので、皆さん自信を持って外国
のために、世界のリーダーとしてやってもらいたいと思います。

ニコニコ箱 本日計 32,000円 累計 2,283,000円

楠原忠夫 君 松岡（嘉平治）さん 本日の卓話楽しみにしてます。また先日の2/23(土)子
ども未来会議2013講演会、橋本幹事、藤井新世代委員長はじめ出席して頂い
た方々ありがとうございました。

橋本和典 君 ＴＰＰ交渉に参加濃厚です。農業は？医療は？保険は？上手く交渉できるの
かな？心配です。何か今、あらゆる面で、日本の転換点に立ち会っているみ
たいな気がします。トラ！トラ！トラ！だけはなりませんように 歴史はく
り返されますから。大トラより

北河原公敬君 今年で１２６２回連続となります修二会（お水取り）行法が始まりました。
３月中旬まで人々の幸せと国家の安泰、世界平和を祈ります。

藤井正勝 君 ２３日（土）のこども未来会議にご出席ご協力賜わりありがとうございまし
た。感謝申し上げます。

渡辺英孝 君 松岡様 本日の卓話楽しみにしています。
野﨑隆男 君 松岡様 本日の卓話よろしくお願い致します。
増井義久 君 ４月６・７日に開催させて頂きます奈良グルメフェアで実行委員長をさせて

いただきます。６日の奈良公園夢の食卓におきまして、北河原さんに「いた
だきます」のかけ声をかけていただきます。当日は、ＢＳフジの夢の食卓の
収録もございます。春の奈良公園に是非おこし下さい。

森山斗福 君 ニコニコ協力
西本隆一 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 ２月最後のニコニコです。たくさんのみなさまのニコニコ協力ありがとうご

ざいます。

次週の例会 平成２５年３月１２日（火）

卓話 ダイシン化工株式会社 取締役 社長室長 森井康文様
シルクロードの終着点～奈良の響き～

例会変更のお知らせ

3 月 ■橿原ロータリークラブ■
・３月２２日（金）・・・夜間家族例会の為、時間変更。
時間：１８：００より

※ビジター受付は、12：00-12：30まで、橿原ロイヤルホテルフロント
横にて行います。

■奈良西ロータリークラブ■
・３月１４日（木）・・・鴟尾の会ゴルフ大会の為、例会場変更。
場所：ディアパークゴルフクラブにて

（奈良市須山町95番地 Tel:0742-81-0101）
※ビジター受付は、当日現地にて行います。

4 月 ■京都山城ロータリークラブ■
・４月３日（水）・・・例会場変更。
場所：木津川市山城総合文化センター

※ビジター受付は、けいはんなプラザホテル１Ｆにて
12：00-12：30まで行います。

・４月１０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。

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳


