
２０１８年１月２２日（曇り） 第２週 第２２２０回例会

Song ”日も風も星も”

Attendance

会員 ７９名 欠席 １４名 出席率 ７９．１０％

12月分修正出席率の報告

１２月 ４日出席率 100％ 欠 席 ０名

１２月１１日出席率 100％ 欠 席 ０名

１２月１６日出席率 100％ 欠 席 ０名

President Time 立松絹久 会長

皆様、こんにちは。本日は､年男放談です。山田幸治さん、

藤田淳士さん、前田由幸さん、よろしく御願いします。楽

しいお話しをうかがえたらと思います。また、本日は委員

会報告で、藤田隆志国際奉仕委員長よりモンゴルのショー

トステイの学生さん達の報告をして頂きます。藤田隆志国

際奉仕委員長・板津青少年奉仕委員長にはモンゴルの学生

のお世話をして頂き、大変お世話になり有り難くく思って

おります。モンゴルの学生達にもいい思い出が出来たので

はないかと思っています。

50周年の大竹敬一年度に向け、会員増強を最重点目標に

掲げておりますが、なかなか成果が出てきておりません。

下半期を迎えあまり時間が残されておりません。是非とも

皆様のご協力をお願い致します。

1月15日は小正月です。元旦から1月7日までを大正月

と呼ぶのに対して小正月と呼ぶそうです。小正月は豊作祈

願などの農業に関連した行事、家庭的な行事が中心となる

とのことです。また、松の内に忙しく働いた主婦をねぎら

う意味で女正月という地方もあるそうです。私も人のこと

はいえませんが、皆様も奥様をねぎらう日にして頂けたら

と思います。簡単ですが、本日の挨拶とさせて頂きます。

Secretary Report 田邊正紀 幹事

１ 次回1月29日（月）例会は、クラブアッセンブリーで

す。各委員長は上半期事業報告と下半期の計画を2分

程度で発表をお願いします。ご都合の悪い方は必ず副

委員長、もしくは代理の方にご依頼下さい。

Today １月２９日（第２２２１回）

担当 立松絹久 会長

演題 クラブアッセンブリー

委員会中間報告

Next Week ２月 ５日（第２２２２回）

担当 児玉憲之 プログラム委員長

演題 卓話「パーキンソン病研究の現在」

京都大学霊長類研究所 副所長

医学博士 高田 昌彦氏



喜寿お祝い 後藤 眞君、黒野晃太郎君

古希お祝い 真木伸一君、上田博行君、山田尊久君

還暦お祝い 稲垣秀樹君、前田由幸君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

立松絹久 会長

本日は年男・年女放談です。山田幸治君、藤田淳士君、

前田由幸君、楽しいお話をお願いします。

山田尊久 副会長

年男・年女放談、楽しみにしていました。よろしくお

願いします。

1月10日、飛島村役場にて、蟹江警察署よりあまRC

への感謝状をいただきました。沢山の団体・個人の方

が出席されていました。

田邊正紀 幹事

山田幸治君、藤田淳士君、前田由幸君、本日の年男・

年女放談よろしくお願いします。

藤田隆志君、本日のモンゴル・フレーRCショートス

テイの報告、よろしくお願いします。

藤田淳士君

本日「年男放談」をさせていただきます。

家族会の写真を有り難う。

前田重廣君

初例会です。本年もよろしくお願いします。

立松会長のお見舞いに感謝感謝。

山田幸治君

年男放談をさせて戴きます。

青本道春君

後藤雅光君、昨日は老人ホーム希望の郷で、世界一の

手品を有り難うございました。120人の入居者と100

人の職員が大変感謝しておりました。次の3月も楽し

みにしています。

後藤 眞君

バースデー記念品、喜寿の写真有り難うございました。

写真帳も有り難う！

家田安啓君

写真のお礼です。

伊藤英毅君

昨日、伏見稲荷のお山巡りを無事終えることが出来ま

した。父の代から60年です。有り難いことです。

加藤憲治君

本日早退します。

木下章吉君

写真帳をいただき、有り難うございます。

北野庸夫君

写真有り難う！前田重廣君、久し振り！よかったね。

児玉憲之君

新春夜間例会の写真、有り難うございます。



黒野晃太郎君

新春夜間例会、楽しかった。また寒くなりました。風

邪に気を付けないと。

水野 眞君

検診結果、健康とのこと。今年もよろしく。

水谷安紀君

写真有り難う。

田中正博君

写真有り難う。

上田博行君

写真有り難うございました。

山田幹夫君

先週誕生日を迎え、70歳の大台に乗りました。か弱い

老人ですので、今まで以上に労りの気持ちでお付き合

い下さい。

山本輝幸君

新年例会休みすみません。写真有り難うございます。

横井久雄君

本日の放談、山田幸治君、藤田淳士君、前田由幸君、

楽しみにしております。

合 計 ４６，０００円

ニコボックス賞 前田重廣君と児玉君

年 男 ・ 年 女 放 談

山田幸治君

今年は戌年。今日は22日夫婦の日。西暦2018年。紀元

2678年。平成30年。昭和92年。大正106年。明治150

年です。

ウイークリーに書いた紀行物は

１．ブラジル紀行 1997年

２．エジプト紀行 2000年

３．アフリカ動物紀行 2005年

４．海外の旅 ウィーン 2010年

プラハ 2010年

ブダペスト 2010年

５．オランダ・ベルギー・パリの旅 2011年

６．アドリア海・エーゲ海クルーズ 2013年

７．ロシア紀行 2016・17・18年（脇田さんの注文）

ＣＴＯＮ（ロシア語）＝ＳＴＯＰ

最も安全な国 日本に次いでカナダ

KLMのビジネス キャラクタリスティックオールドハウス

６０ケ

今年戌年の人 ９６６万人

出席した世界大会

1979年 ローマ国際大会出席 39年前

1982年 ダラス国際大会

1989年 ソウル国際大会

1994年 台湾国際大会

昭和15年は紀元2600年です。

紀元2600年 作詩 増田好夫 作曲 森義八郎



金鵄輝く日本の 榮ある光身にうけて

いまこそ祝へこの朝 紀元は二千六百年

あゝ 一億の胸はなる

※金鵄とは

神武天皇が、ナガスネヒコを征伐された時、弓の先に止ま

ったという黄金色の鳶を言う。

藤田淳士君

私が生まれた「昭和9年」とはどんな時代であったかを

振り返り、「年男放談」とさせていただきます。その前に「大

正→昭和」と年号が変わり、日本及び世界の状況も大きく

変わりました。この年号の変更時の「ハプニング」をご紹

介します。今回私はこの事実を初めて知りました。

大正15年12月25日午前1時25分、長らく病床にあら

れた大正天皇が、神奈川県葉山のご用邸で崩御され、2時

間後に「皇室典範」にのっとり、皇太子裕仁親王殿下が、

第百二十四代天皇になられたのですが、元号の公式発表に

先立ち、当時の東京日日新聞（現毎日新聞）が号外を出し、

年号は「光文」であるとスクープしたのですが、正午近く、

朝日新聞と時事新報とが元号についての勅語が出た事を号

外で報じ、「大正15年12月25日以降を「昭和元年」とす

る」と公式発表され、東京日日新聞は大混乱したそうです。

「朕、皇祖皇宗ノ威靈ニ賴リ、大統ヲ承ケ萬機ヲ總フ。茲

ニ、大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト爲

ス 御名御璽」

大正12年の関東大震災、第1次世界大戦後の世界的大不

況等の条件のもと、「大正デモクラシー」は徐々に衰退し、

軍部による「ナショナリズム」が台頭し、これが後の第二

次世界大戦の下地となりました。一方明るいニュースとし

て、現在のテレビ時代の草分け的存在の高柳健次郎先生が、

大正後期から手がけていた「テレビジョン」の存在を、横

浜の外国人居留区の本屋の店先で、フランスの雑誌をみて

開発の研究に本腰を入れテレビの画像に文字を映し出す事

に成功したのです。また当地で最も有名な事として、全国

中等学校野球選手権大会（現在の高校野球）で、当時の中

京商業が3連覇を達成した事でしょう。また喜劇王チャッ

プリンやアインシュタイン等の有名人も来日されておられ

ます。国際交流も細々と続いておりました。一方では一部

軍部の独断先行で、昭和7年には中国東北部に「満州国」

を建国し、昭和9年3月1日には皇帝溥儀を誕生させ（映画

ラストエンペラー）、世界中から非難され、その前年には国

際連盟を脱退し、世界から孤立し、日中戦争さらには昭和

16年12月8日には日米開戦へと進みました。国内では「富

国強兵」の名のもとに重化学工業も急速に発展し、一部好

景気に沸いた時期もありましたが長くは続かず、徐々に国

力は衰え、昭和20年8月15日の敗戦を迎える事になりま

した。

私の小学校入学後は徐々に軍国主義が台頭し、小学校は

「国民学校」と名前も変わり、町中には軍人の姿が大変増

えてきました。戦中・戦後は食糧不足を始め、種々の物資

が極端に不足し、町には「ストリートチルドレン」を含め、

多くの人々が貧困状態となりました。

以上の歴史的事実を思い浮かべれば、国家の指導者が如

何に愚かであったかがよく理解できると思います。民主主

義国家として出発し、70年以上経過しておりますが、皆様

にはどんな感想をお持ちでしょうか。今一度政治の大切さ

を痛感しております。

前田由幸君

はやいもので、2月で満60歳をむかえることとなりまし



た。本年が戊戌の年であることは皆様もご承知のことと存

じます。60年前の戊戌の年に生まれました。戊戌とはどち

らの文字も植物が茂る意味があり、陽があたらなくなると

腐るため、この時期に枝葉を切ることが必要とのことです。

因みに、60年前の昭和33年での主な話題は、現在建設中

の国立競技場竣工、現在の天皇陛下御婚約、安倍総理の祖

父の岸信介総理、東京タワー完成、一万円札発行、日清チ

キンラーメン発売等となっています。今日との親和性を感

じます。

さて、私の思い出話をさせていただきます。名鉄に入っ

て38年、鉄道現場、仙台での旅客誘致、開発現場、東京支

社、そして現在の名鉄不動産までさまざまな職場でさまざ

まな経験を積ませていただきました。振り返っての印象と

して、一番の感動職場となれば名鉄から離れ1995年から

2000年に経験した愛知万博の誘致委員会から財団法人ま

での誘致活動から開催決定、青少年公園の場所決定へいた

る時代となります。その思い出を少しお話しできればと存

じます

1995年9月、万博誘致は愛知県においてすでに実施中

でありましたが、全国的な盛り上がりを果たすため東京に

民間による誘致事務所を設置（トヨタ、中電、東海銀行、

JR東海、名鉄 各1人）そして活動の広がりとともに随時

国内海外要員等を拡充して活動を活発化しました。誘致決

定の1997年6月、秋には財団法人が設立され、国・県・

市、民間の混成チームが発足しました。名古屋と東京に設

置されました。さまざまな経緯があるなか、2005年3月

から9月まで開催され2200万余りの来場があり地域にも

大きなプラスを残した事業であったと思っています。万博

は1851年のロンドン万博を皮切りに欧米を中心に開催、

アジアでは1970年の大阪万博、2005年の愛知万博、20

10年上海万博が開催。2015年はミラノ、2020年はドバ

イそして2025年に大阪が立候補しています。愛知万博は

「自然の叡智」というテーマのもと、環境配慮での持続可

能な発展を模索した有意義な万博であり、愛知県にとって

も開催決定にて中部空港の開港と各種公共工事の前倒しが

はかられ、地域経済にもプラスになった事業と認識してお

ります。（名鉄グループにとっても中部空港線、万博開催期

間での各種グループ売り上げ増加等プラス多々あり）私は

東京地区での活動に従事し、2005年国際博覧会協会では

主に広報業務担当、1999年に発刊のバンパク探検隊とい

う雑誌の発刊にも携わりました。子供向けに広く万博の意

義経緯を啓蒙しようとしたものですが、大人の方からわか

りやすいと評判をよび、累計11号まで発行されました。愛

知万博の財団法人は東京にて後継団体が存続しております。

刊行物を閲覧されるなら www.expo2005.or.jp をご

覧ください。

誘致委員会、博覧会協会で学んだことは、担当業務にま

い進することは当然ですが個人でできることは限られてお

ります。特に新たに集められた人々の組織でありますので

部署間での意志の疎通の重要性、個々のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、

課題に対するチャレンジ精神を学ばせて頂きました。これ

からの人生にも是非活かしていければと思っています。

ロ シ ア 紀 行 １４

山田幸治君

クレムリンに入ると最初に寺院広場で教会を沢山拝観し

ました。

受胎告知寺院

イワン大帝の鐘楼



これから皆さんが良くご存じの、クレムリンを紹介しま

す。

国立歴史博物館

クレムリンの地図

グム百貨店の中からクレムリンを撮す

グム百貨店の中の噴水

クレムリンの東側にロシア正教のワシリー寺院がありま

すが、朝は逆光のため綺麗に写りません。同行の方々は誰

もワシリー寺院の東側に行って、順光で写真を撮そうとし

ないので吃驚しました。

逆光のワシリー寺院

順光のワシリー寺院


