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２０１５年８月２日 杉戸 RC 親睦流灯まつり

の老体を押して不眠不休に近い形で終戦工作に精力を
尽くしました。彼が 82 才で息を引き取るとき、「永遠の平
和、永遠の平和」と二度叫びながら亡くなったと言われて
おります。鈴木貫太郎氏は、私が関宿生まれなので地元
の偉人として知っておりま
した。彼のお墓が関宿の
実相寺にあります。その
お寺は小中学校の担任
のご実家で大変ご縁があ
ります。
先週の放送では、「日本を愛した外交官グルー」の話

第２３０２回例会
第２３０２回例会 ２０１５年８月６日
２０１５年８月６日
点鐘
君が代・ロータリーソング
君が代・
ロータリーソング
四つのテストの唱和
8 月誕生祝

でした。ジョセフ・クラーク・グルーは、アメリカ合衆国の外
渋 谷会長

交官で先ほどの鈴木貫太郎とも親交があり、日米の緊張

奉仕の理想

緩和につとめました。そして開戦が迫るなか、グルーは戦

中野会員

争回避のための日米政府首脳の会談実現に奔走した人

落合（喜）親睦委員長

物です。しかし、戦争は起こってしまいました。
私は何年か前に、鹿児

落合喜彦（1 日） 新井 武（16 日） 馬場茂明（21 日）

会長挨拶

島県の知覧に行き平和祈

渋谷会長

広島に原爆が投下されて今日で 70

念館を見て参りました。特

年が経ちます。毎年この時期になる

攻隊員の残した最後の手

と戦争の悲痛さと平和のありがたさ

紙では必ず「大義」と言う

を感じずにはいられません。

言葉が出てきます。「大義」とはなんだろうと考えさせられ

私の好きな TV 番組に NHK「歴史

ます。私が前回会長だった時に、会長の時間でこの平和

秘話ヒストリア」があります。歴史上

祈念館の話を致しました。その時、渡辺嘉一会員が、「あ

の人物や事件の今まで知られていなかった部分にスポッ

の時代は、そういう教育を受けてみんな戦ったんだよと」

トを当てて紹介する番組です。昨日は「太平洋戦争最後

言いました。高橋会員の祖父も特攻隊になったそうです。

の首相 鈴木貫太郎」の話でした。

例会の途中でしたが、渡辺会員が子どもだった当時の話

鈴木貫太郎は、1868 年に関宿町に生まれ海軍軍人で

を淡々と語ってくれました。私達はただ皆だまって聞いて

あり政治家でもありました。終戦 4 か月前に、彼は第 42

いました。短い時間でしたがとても有意義な時間だったこ

代内閣総理大臣に就任します。同年 7 月 27 日にポツダ

とを覚えています。身近な方からそのような話を聞くと、

ム宣言発表があり、8 月 6 日の広島への原爆投下、9 日

今私達がこのように平和に暮らしている意味というものを

の長崎への原爆投下、8 月 15 日の終戦に至る間、77 歳

深く考えさせられますね。

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

30 年前のイラン・イラク

幹事報告

戦争時に、トルコ航空機が

庄和ロータリークラブより、平成 27

日本人を救出するために

年 8 月 29 日（土）17 時庄和支所総

戦火の中フライトをしたの

合公園にて開催される、夏祭り例

を覚えているでしょうか。

会の案内が届いております。

1985 年 3 月 17 日、48 時間の猶予期限以降にイラン上

折原幹事
折原幹事

広 報 部 門 よ り 、 MY Rotary 登 録

空を飛ぶ航空機は、無差別に攻撃するとサダム・フセイ

100％のお願いが届いております。今後の IT の浸透

ン大統領が突如宣言しました。イランにいる在留外国人

に伴い、現在の紙ベースの会員証が MY Rotary 登

は一斉に出国。在留邦人も脱出しようとしましたが、乗せ

録に替わる可能性があると書かれています。

てくれる飛行機がない状態だったのです。各国の航空会

杉戸夏まつり実行委員会より協賛の御礼が届いて

社は自国民を優先して搭乗させていたため、日本人はチ

おります。

ケットを持っていても飛行機に搭乗できなかった。日本政

アグリパークゆめすぎとより、第 13 回アグリの夏ま

府は日本航空にチャーター便の派遣を依頼しましたが、

つり協賛の御礼が届いております。

乗務員の安全が保障されないことを理由に要請を拒絶。

理事会報告

自衛隊は「自衛隊を海外に出す事は、侵略戦争につなが

9 月例会予定

る」という反対があり派遣できなかった。

3 日 誕生祝い・雑誌紹介、理事会

そこで伊藤忠商事のイスタンブール（トルコ）支店長だ

10 日 あいさつ運動に振り替え

った森永堯氏が、親交のあったトルコのオザル首相に日

17 日 地区役員報告（職業奉仕）

本人救出を依頼しました。すると 2 機の航空機を派遣し、

24 日 会員卓話

窮地に追い込まれた日本人を救出してくれたのです。そ

石井エレクト



今年度あいさつ運動について

のせいでトルコ人約 500 名は陸路自動車でイランを脱出

9 月（第三小学校・泉小学校）7:30 現地集合

することになりましたが、政府に批判は一切なかったそう

1 月・4 月に残り 2 校ずつ実施予定

です。当時、なぜトルコ政府が日本人を優先して救出した



今年度会員誕生祝について

のか、日本政府もマスコミもわからなかったといいます。

廣井年度は、旧中央→鴨肉ギフト、旧杉戸→お菓子

その後、駐日トルコ大使は短いコメントでこう表しました。

渋谷年度は、鴨肉に一本化 ※次年度は未定

「エルトゥールル号の借りを返しただけです」



第 13 回日韓親善会議について

エルトゥールル号事件とは、明治 23 年（1890 年）9 月トル

登録者：関口・田中・田中夫人・下津谷・井上・廣井

コの軍艦エルトゥールル号が和歌山県沖で座礁した事件

登録料 15,000 円 X6（振込済み）→自己負担

です。600 人近くのトルコ人が海に投げ出されましたが、



流灯まつり会計報告 103,148 円、募金 63,014 円

69 人が海岸に辿り着き、和歌山県の農民がひとりずつ戸

食べ物は毎年残る傾向なので次年度は少なめに

板に括り付けて絶壁の海岸を夜を徹して運び上げ救助し

前年度の 120％くらい

たそうです。その後日本全土で募金活動が始まり、4 日後

細井自動車への御礼 5000 円→10000 円

には 69 人を乗せた日本船がトルコへ向けて出港しました。



この出来事は、トルコでは教科書にも載っている歴史的
事件なのだそうです。

留学生リサ紹介


教育の力はすごいですね、日本人でさえ忘れていた

9 月中旬「杉戸町音楽祭」学校・杉の子吹奏楽団と
の打ち合わせ→実行委員長・会長・幹事出席、日程

125 年前の出来事に我々は救われたのです。その後、日
本はイラン・イラク戦争での恩に報いるため 1999 年のト

8/27 交換留学生帰国報告（高倉）→ 9/3 に変更、

については杉の子新井団長と調整


ルコ北西部大地震でいち早く救援物資・仮設住宅を送っ

交換留学生小泉君 8/13 出国（成田空港）
交換留学生リサ 8/25 来日予定（成田空港）

ています。「友情」を育むのも教育、「大義」と称して若者



9/10 春日部パルフェ 18 時合同ウエルカムパーティ

を戦争に向かわせるのも教育。私達は、教育についても



日帰り親睦旅行 10 月予定（日程、予算は再考）

っと考えていくべきだと思いました。

米山奨学生報告
米山奨学生報告

康 鎮凡君

とロータリアンの長寿の記録を積み上げていく、このこと

私は、8 月になってようやく

をもって祝ってくださった皆さまへの御礼をしたい」と彼は

10 日間の夏休みになりまし

つえを片手に御礼を言っています。当クラブでも渡辺嘉

た。この 10 日間の休みは、

一会員や武井会員の百寿のお祝をやりたいですね。

私が学院生になって一番長

次に、P.18 卓話の泉をご覧くださ

い休みです。しかし、この休

い。「水と健康」では内科の先生が、

み中に 2 日間は、先生と学校の配電工事の手伝いをしま

水分補給の大切さを語っています。

す。日本のことわざでいうと「貧乏暇なし」という言葉がぴ

人が一日排出する水分は約 2.5 リッ

ったりのようです（笑）。まだまだ就職活動もありますので、

トルとされています。ですから、それ

これからも頑張ります。

を食事と飲み物で摂取する必要が

雑誌紹介（ロータリーの友）
雑誌紹介（ロータリーの友）

真中会員
真中会員

あります。多すぎてもいけません。

本日は、友愛の広場から春日部イ

それから皆さんのどが渇いてもビールは水分摂取になり

ブニング RC の新会員による「新会員

ませんから気を付けてください（笑）。水分補給は、1 回コ

の集いに参加して」の記事が載ってい

ップ 1 杯を 1 日 10 回くらいに分けて補給するのが良いそ

ますのでご紹介します。

うです。小まめに水を飲めば、疲労回復や健康維持に役

ロータリーでは新会員に向けて「例
会に出席しましょう」「例会を楽しみまし

立つと考えられていると書かれています。
続いて、同ページに

ょう」「最初はわからなくても、三年続けると興味が湧いて

ある「温泉雑学」では、

きます」とよく言います。しかし、具体的にどうすれば楽し

温泉マイスターの方の

くなるのか、どうすれば興味がもてるのか、といった点に

話があります。温泉に

ついては意外と誰も教えてくれません。この新会員オリエ

入る心得が 7 項目書か

ンテーションでも質問する機会もなく、この方は「これでは

れています。

新興宗教やマルチ商法の勧誘と大差ないのでは」という

①宿に着いたらまず部屋で茶を飲み休息してから入浴。

印象を持ったそうです。その後の懇親会でも、ロータリー

②食後 30 分は入浴を控える。泥酔状態では NG。

歴の長い会員が固まって談笑している。一方では、手持

③温泉に入る時は掛け湯をたくさんする。温度差による

ち無沙汰でいる新会員の姿も目立っており、配布された

心臓の負担を軽減します。高齢者は多めに。

小冊子の表紙に書かれた「ロータリーは人づくり」という

④手足をグーパーさせ血行を良くし、半身浴を心掛ける。

文言がむなしく映ったと書かれています。入ったばかりの

⑤何度も入ったり、長湯は体に負担がかかるので NG。

新会員にしては、ずいぶん思い切った発言だと思います

⑥温泉から出て 3 時間は効能が続くので、温泉から出て

が、このような意見こそ真摯に受け止めるべきですね。

シャワーは浴びない方が有効。

当クラブでの夜間例会でも、つい自然と気心の知れた

⑦高齢者は脱衣所や外気との温度差に注意。

会員同士が集まってしまいがちです。しかし、先日行われ

ここでもやはりビールを飲んだ後の温泉はいけませんね。

た大吉での夜間例会では、中野会員が昨年末に入った

私もこれで大変な目にあいましたからご注意ください。

ばかりの小川会員にしきりに声掛けしているのが印象的

最後に、「薬草利用の基礎知識」をご覧ください。ここで

でした。せっかく入会した新会員には、立派なテーマより

は、皆さんご存知の漢方が載っています。ゲンノショウコ

このような気遣いこそが必要なのだと思いました。

は整腸作用、センブリは健胃薬、ドクダミはあせもに効く

次に、同ページの「100 歳会員つ

アロエは医者しらずなど聞

いに誕生」をご覧ください。鳥羽 RC

いたことありますね。しか

の加藤竜太郎会員は、1915 年生ま

し、薬草は重い病気は治

れで今年 100 歳を迎えました。クラ

せません。どちらも転ばぬ

ブで開かれた百寿のお祝の席で、

先の杖として上手に使い

「ただ心静かに日々を送り、日一日

ましょう。

出席報告

武井会員
武井会員

落合（喜）会員：
落合（喜）会員： 8 月 2 日の流灯祭りは雷も納まって花火打

会員数
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MU

出席率

ち上げが出来て良かった。大がかりに仕掛けたのだから
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中止にしたくなかった。皆さんご苦労様でした。

スマイル報告

武井会員
武井会員

武井会員：
武井会員： 先日の流灯祭無事終りおめでとうございます。

渋谷会長：
渋谷会長： 今日は広島原爆の日。平和を願います。

田中会員：
田中会員： 真中会員雑誌紹介ありがとうございます。

折原幹事：
折原幹事： 8 月 1 日に愛する娘が無事に 1 歳の誕生日を

関口会員：
関口会員： ある「暑中見舞」にこう書いてありました。「この

迎えることができました。健康に育ってくれていることに感
謝です。

異常な暑さも五穀豊穣のためと思えば耐えられる」

折原（弥）会員：
折原（弥）会員： 皆さん熱中症に充分気を付けてこの暑い

廣井会員
廣井会員：
会員： 所用につき早退させて頂きます。

夏を頑張ってお過ごしください。

石井会長：
石井 会長： 歴史的な猛暑日が続いております。熱中症に

中野会員：深瀬会員：真中会員：篠原会員：細井会員：

は充分注意して下さい。水分補給を早めに。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 流灯祭で家族一同ご接待頂きありがとうござ
います。

新井会員
新井会員：
会員： 夏祭り、流灯祭り無事終わりました。皆様のご
協力感謝します。

熱中症予防に塩分も取りましょう

矢島会員：渡辺（嘉）会員

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２７，０
２７，０００円
，０００円
１３１，０００
，０００円
１３１
，０００
円
１，２００，０００円
１，２００，００
０円

10 月親睦旅行企画中

