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点 鐘 会長 宮間 文夫

ソ ン グ それでこそロータリー

会長挨拶 会長 宮間 文夫

幹事報告 幹事 大越 将司

卓 話 田辺 様 他5名

三味線・民謡

髙山 義則 会員

まだまだ74才のひよっ子ですが、100

才まで頑張りますので、宜しくお願い

します。

吉原 久男 会員

無事69才を迎える事が出来ましたの

でニコニコ。

宮間会長所用の為、髙山Ｇ補佐代読

皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしたでしょうか。

新元号が、令和となりました。「人々が美しく心を寄せ合う中

で、文化が生まれ育つ」という意味が、この元号には込められて

いるそうです。

昭和は戦争の時代、平成は大きな災害に見舞われた時代、令和

は、これからの日本国民が幸福な時代になるように感じられます。

さて、先日の移動例会は、素晴らしいの一言につきますね！

靖国神社の桜は満開宣言。赤坂での例会は、校歌が出たりと、な

んといっても我大網ロータリークラブ親睦委員長である吉原さんの配慮には、いつも感謝しております。

本日は、四之宮会員から「野口先生の講演から」と題しまして、卓話をいただけるとの事ですので、どう

ぞ宜しくお願いします。また、吉原会員、髙山会員、誕生日おめでとうございます。

それでは会員の皆様におかれましては、ご自愛下されご活躍下さいますように！ありがとうございました。

習志野高校 校歌

吉原久男会員 Ｓ２５（１９５０）４.１１

髙山義則会員 Ｓ２０（１９４５）４.２８

おめでとうございます！

例会日 4月 3日 3月20日

会員数 30 30

出 席 22 20

欠 席 8 10

ＭＵ 0 2

免 除 0 1

出席率 73.33 76.67
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会 長 挨 拶

４月誕生祝

君知るや ここ津田沼の 花薫る丘に 今日も鬱勃
うつぼつ

と 涌きやまず

青き雲波 逞しく 四海を望む これぞ叡智と愛の学舎
まなびや

我等が母校 習志野

おお聳え立て
そ び え た て

誇りもて 美しく
う るわし く

永久に 永久に 永久に 碧空
あおぞら

に

吉原会員 髙山会員



＊セミナー会議及び今後の行事予定
＊

①第47回ローターアクト年次大会
日時：2019年4月13日（土）
12：30～登録開始
会場：モリシアホール 多目的室及び会
議室
千葉県習志野市谷津1-16-1
会費：ロータリアン 6,000円
欠席
②３クラブ合同親睦ゴルフコンペ
日時：2019年4月15日（月）
8時30分集合 9時30分スタート
会場：ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部
参加者（敬称略）吉原、加藤、清宮（建）、
関谷、宮間、石田、大塚、西岡、小髙
長谷川、清宮（満）、高野
③第7グループ 会長・幹事会
ホスト：茂原東ＲＣ
日時：2019年4月19日（金）18時より
会場：竹りん 茂原市八千代3-13-9
TEL 0475-24-5522
登録料：お1人 10,000円
出席者：髙山G補佐、石田G補佐幹事、
宮間会長（欠）、大越幹事
④地区研修・協議会
日時：2019年4月20日（土）
9：00登録開始 10：00点鐘
会場：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕
張 幕張ホール
出席者：矢部次期会長、星野次期幹事、
長谷川会員、石田会員、清宮（満）会員、
斉藤（幸）会員、髙山会員、小倉会員
吉原会員、堀本会員、宮間会員、佐藤会
員
送迎バス 小倉観光サービス
⑤ 第10回ガバナー補佐・委員長会議
日時：2019年4月27日（土）
14：00～17：00
会場：三井ガーデンホテル千葉「飛鳥」
出席者：髙山ガバナー補佐
⑥ 第36回オープントーナメント極真空
手道千葉県選手権大会
日時：2019年4月28日（日） 12：00
会場：千葉県武道館（千葉県総合スポ
ーツセンター内）
出席者：斉藤（幸）会員、堀本会員、四
之宮会員
⑦地区ゴルフ大会
日時：2019年5月20日（月）
7：30～in out同時スタート
会場：久能カントリー倶楽部
千葉県富里市久能722
TEL:0476-93-9000
プレーフィ ：22,000 円→ゴルフ場にて
各自精算 （個人負担）
（ｷｬﾃﾞｨｰ付 4B・乗用カート・1 ドリンク付

昼食・パーティー含む）
登録料：10,000円 （クラブ負担）
参加者：清宮建治会員、石田英世会員、
吉原久男会員、高野祐二会員
⑧第7グループ家族親睦ゴルフ大会
日時：2019年5月24日（金）
会場：真名カントリークラブ
プレー費：15,800 円（税込） （常用カー
ト・キャディ付・昼食・パーティー費込）
※各自精算
登録料：4,000円
表彰式：プレー終了後、会場にて行な

います。
競技方法：ペリア・カット無し

宮間会長所用 四之宮 由己 会員

第7グループ Ｉ Ｍ 「野口芳宣
よしのり

先生の講演から」
野口先生の現在のお住まいは、私達の隣町、千葉市土気町に住んでおります。
野口先生と私は、コスモス奨学金の授与式やスリランカ子供絵画展等を通じて知り合い、お互
い何でも話し合える間柄です。その様な関係でありますので、遠慮なく何事も話し合えます。
今回の講演も1年3ヶ月前から予約してありまして、先生も楽しみにしていた事と思います。
当日2月13日の出席者は、130名位のロータリアンです。とお話をしてありましたので、その
点は驚かなかったようですが、講演を始めてからの印象で話された事は、ロータリアンの皆さ
んが元気で、声が大きく態度が良いとお褒め下さいました。
それは、ロータリーソングの斉唱に始まり、髙山ガバナー補佐の点鐘、宮間ホストクラブ会長
の開会のことばの大きかった事など、初めての方がそれらを見ますと、堂々として立派に見え
たからだと思います。
講演の中で日本人は、ジャヤワルダナ大統領の（1906年生まれ）存在をまったく知らなかった。
私達はこの人の名をあまりにも知りません。こんな大事な事をなぜ学校で教えなかったのか。
不可思議だとのハガキが一番多かった。この本を一昨年末に発刊したところ、翌 2 月には重版
を出し、その後千冊の注文があり、三版も出しました。そのうち全国のロータリークラブから
たくさん注文があるよと言ってあります。この本をロータリアンに読んでもらって、子や孫に
伝えてもらいたいです。
皆さんどうぞ宜しくお願いします。とのお話がありました。
ジャヤワルダナ大統領のお名前も全国的に知れ渡る、手っ取り早い方法を柏東ロータリークラ
ブの中村俊人さんにも相談しまして、ロータリーの友の編集部にこの本を 1 冊と、ＩＭでの野
口先生がお話してくれたＣＤと、その他、参考資料として2部ほど編集部に送りました。
長電話ですが、私が説明をしまして、その内容をロータリーの友事務所で掲載してくれるか否
かは、ロータリーの友の理事会、編集部にご一任の程お願い申し上げますというお返事が来て
おります。
野口先生は、この本の売上金や講演料の一部はコスモス奨学金の活動に充てると話されており
ました。さすがコスモス奨学金の副代表だなあと敬服しましたが、一つだけアドバイスをさせ
て頂きました。それは、サンフランシスコ講和会議（1951年9月）では、どのような事が話し
合われていたのか、知っている方は少なく、半分以上の方が良く知らなかったと思います。
講和会議は、敗戦国日本の処分案や領土問題、戦後賠償の事を話し合う会議で、それに参加し
た国は、世界51ヶ国（棄権3ヶ国）が参加しました。当時セイロンの財務大臣だったジャヤワ
ルダナ氏が日本を擁護し、分割案に反対、戦後賠償を放棄し、日本の自由、独立を支持して国
際社会に復帰させるよう大演説をしてくれました。その時に出た有名な言葉が「憎しみは憎し
みをもって消え去るものではなく、ただ慈悲によって消えるのである。」という仏陀の文言を引
用して、会場の窓ガラスが割れんばかりの大拍手を受けたとお話されておりました。
そういうお話を先にしてから、この本を出版した意味、内容をお話してくれれば会場の皆さん
も解りやすかったのではないでしょうか。と野口先生に進言しました。また、山武市でも 3 月
23日に講演があるそうですので、参考になればと嫌われ役を買ってしまいました。
ＩＭの時の話しの内容は、セイロンの歴史はポルトガル、オランダ、イギリスに 420 年間も植
民地支配（占領）されていた歴史があり、それが親日家としての理由の一つでした。講和会議
で米国ダレス長官がソ連のグロムイコ代表が持参した日本海占有の大きな地図を、演説中に後
ろにほうり投げ、「話しにならん」とのパフォーマンスをした話もしてくれました。
ジャヤワルダナ氏から何を学ぶか、日本にしてくれた事は、過去と同じような失敗や過ちを繰
り返さないようにする。子ども達に未来を見つめてもらう為に勉強をしてもらい、誰とでも仲
良く友好と親善に努める事、経済一辺倒にならない様に注意する。
そして、メッセージとしては、人間はなぜ暴徒化し、仲間を殺すのか理解出来ない。誰でも人
の親であり、母であり、子であるのに。そしてどんな事があっても戦争をしてはいけない。と
お話されておりました。
終る前に、ジャヤワルダナ氏は自分の人体五体は宇宙からの贈り物なので、宇宙に返すという
思想を持っていました。自分の眼球を群馬県の女性 2 名の方に提供し角膜移植された事までお
話して 下さいました。
最後にRI会長のテーマであります「インスピレーションになって頂けたでしょうか」という言
葉で締めくくりました。さすが野口先生は、青山学院大学の特任教授で、話し慣れているなあ
と心から敬意を表した次第であります。

ジャヤワルダナ大統領顕彰碑所在地

・東京八王子市 天海山雲龍寺内 1987.10月

・神奈川県鎌倉市 鎌倉大仏隣 1991.4月
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・ 愛 知 県 愛 西 市 明 通 寺

2016.10月9日


