第 1189 回 例会 Ｎｏ.２５ 令和 4 年 6 月２日 (木)

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ
■出席報告
■出席率
■スピーカー

「君が代」
「奉仕の理想」
会員４４名中２６名出席
６３.41％ 出席計算人数 41 名
堀江亮介さん・成田勝彦さん
古川 進さん・長谷川龍伸さん
恵利有司さん

女性を陵辱するという場面に出くわします。そこで、かつての
恋人が陵辱の先頭に立とうとしているところを見て、主人公は
そのかつての恋人も殺害してしまうと言う、かなり悲劇的な話
です。最近よくニュースで耳にする、キエフとかハリコフという地
名も出てきますし、ウクライナと言うのは、悲惨な運命に翻弄
された国だと言うことも思い知らされた本でした。皆さんも機会

会長挨拶

亀井克典

があれば読んでくださればと思います。これはウクライナの話で
すが、この日本がどうかというと同じ時期 80 年前にやはり太
平洋戦争で何百万人も亡くなって、原爆投下もあって、悲惨
な体験を我々もしてきているわけです。80 年経ってウクライナ
のように、降りかかってくるかもしれません。70 年間平和を守
ってきたわけですが、今回のウクライナ戦争をきっかけに、日本
の平和をどう守るかと言う覚悟を持たなければいけないなと思
いました。ロータリアンの使命は人間愛と平和の実現と言うこ
とがあるので、ロータリアンとして微力ではありますが、何ができ
るかと言うこと皆様とともに考えていけたらなと思っております。

今日は最近読んだ本の話をします。「同志少女よ、敵を撃

６月の祝福

て」と言う本が最近話題になっています。
新人作家の逢坂冬馬という人の本で、アガサクリスティーミス
テリー賞を受賞、今年は本屋大賞を受賞されています。
舞台は第二次世界大戦の独ソ戦。当時ソ連領だったウクラ
イナの周辺の話です。セラフィマと言う 18 歳の少女が主人公
です。ドイツ軍が村に侵入して、村民を全員虐殺し、女性を
陵辱する事件が起きました。セラフィマの母親もドイツの狙撃
兵に打たれて亡くなってしまいます。セラフィマは、たまたまソ連
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小菅 誠さん
伊藤さんご夫人
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亀井さん
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武山さん
古川さん
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の赤軍が運良くやってきて、追い払ったので助かります。それを
きっかけに、ドイツに対する憎しみと女性を陵辱したという怒り
を糧にしてスナイパーになります。
最後にポーランドの要塞都市での戦いが描かれています。そ
こで彼女は母親を殺した宿敵の狙撃兵に出会い、仇を取り
ます。ソビエト軍がポーランドを解放したのですが、そこにはド
イツ人もたくさん住んでいて、今度は逆にロシア軍がドイツの

今後の例会予定
6 月 9 日（木）休会（定款定款第 7 条第１節―（d）により）
６月１６日（木）「退任挨拶」 会長・幹事・各委員長
６月２３日（木）例会変更「会長幹事慰労夜間例会」 安江
6 月 30 日（木）休会（定款定款第 7 条第１節―（d）により）
７月７日（木） 新年度第一例会 「年度方針」

ニコＢＯＸ
●本日は会員卓話です。同好会報告として
ダイビング同好会 成田さん、ゴルフ同好会
麻雀同好会

⾧谷川さん、釣り同好会

古川さん
恵利さんに

お話を伺います。よろしくお願いいたします。
亀井会⾧、松尾、成田、水野、西川、立石、川原、
横田、恵利、後藤、武山、矢野、古川、今村、髙橋、
岩田、安江、堀江亮介、堀江俊通、田島、河原、

≪バックヤードの見学≫

加藤、⾧谷川、小野(敬称略)
藤田さん もう、６月ですね!早すぎます!
磯部さん お久しぶりです。
本日合計 54,000 円
社会奉仕事業報告
５月２８日慈友学園子どもたちとのふれあい
報告 堀江亮介

≪カメに触れる体験≫

バーベキューもやりました。私たちはお父さんのようにがんば
りました。この写真の子はひとりでぶらりと遊びに行きたいと
言うので、遊園地のようなところに連れて行って、こっそりと
乗り物に乗せてあげました、「内緒やぞ」と言って。慈友学園
は 100 年前からある施設で、第一次世界大戦の後にでき
たと言うことです。当初は孤児院として出発しました。今の
先週土曜日、私と松尾さんと今村さんと佐久間さんの 4 人

施設⾧はとても若い方です。30 代のスポーツマンタイプの

で、子供たちとバスに乗って南知多ビーチランド行ってきまし

非常に男前のお兄さんで、子供たちの面倒を見るのもとて

た。どういう子たちかというと、東区にある慈友学園という児

も頼もしい感じでやっておられて、それを女性の職員さん達

童養護施設の子供たちです。慈友学園は東区の建中寺

もサポートしてやっていました。

の近くです。私はその近くに住んでいるので、慈友学園の事

私事ですがこの施設の前を夕方いつもジョギングしているん

は知っていましたが、そこに暮らす子供たちと接するのは初

ですね。先日走っていたら、施設⾧の先生や子供たちが会

めてです。

釈をして挨拶をしてくれました。こうやって一度接点ができる

ここに参加した子は、小さい子はまだオムツをしていました

と、今後も関心を持って何らかの関わりを持っていきたいなと

し、大きい子は高校生ですね。もうほとんど大人のようでし

思った次第です。

た。南知多ビーチランドの水族館のバックヤードの説明を受
けたり、魚に餌をやるところを見たり、カメに触れたり、イルカ
のショーも見ました。小さい子供は興味津々でしっかりと見
ていました。それぞれ色々な事情を抱えた子供たちだと思う
のですが、こういう楽しいところに来ると、子供たちはすごく素
直で可愛らしい姿を見せてくれました。
≪南知多ビーチランド≫

●ゴルフ同好会

≪みんなの１日お父さん≫

古川 進

年に 4 回ほど回っています。たくさんの方にゴルフ同好会には
参加していただいてますが、ゴルフを始めたいと言う方やお時
間がある方もゴルフにご参加お願いいたします。
来週 8 日は守山地区と合同でゴルフコンペがありますので、
お時間がある方は参加枠が 3 名ほど残っていますのでどうぞ
よろしくお願いします。
予算もしっかりいただいていますので、どこか旅行へも行けたら
いいなと思っています。よろしくお願いします。

●麻雀同好会

長谷川龍伸

同好会報告
●ダイビング同好会

成田勝彦

年に2、3回麻雀大会をやりたいなと思っているのですが、
コロナのせいで開催できておりません。私もこれで 2 年以上
一切麻雀をしていないという、私の人生の中でかつてこんな
事はなかったのですが、コロナが明けましたら皆さん麻雀大
毎年 7 月に 4 泊 5 日で沖縄の方へ行っています。毎年 8

会をやりたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。

名ほどで行きますが伊江島にある YYY というホテルで、ここは
矢崎総業の社⾧の趣味で作った、とても快適なホテルです。
そこでクルーザーを借りて毎日 2 本から 3 本潜ります。
今年度は日にちが決まっていますが、ぜひ次回皆さんと行きた
いと思っています。

●釣り同好会

恵利有司

同好会としての活動は 2 年ぐらいやっていないと思います。

12 連敗しまして。全く釣れていません。年明けぐらいからずっ

ダイビングとは対極に位置します。釣って食べたいというのです

と負け続けてこないだやっとたくさん釣れた等と言うことです。

から。

活動の予定としましては、今まで船ばっかりだったので海上釣

この写真は同好会とは関係ないですが、先日の釣果です。

り堀というのがありますので、海上釣り堀を企画しています。

師崎から 2 時間位船に乗りまして、水深 500 メーター位の

海上釣り堀ですとあまり難しい事はなく、軽装で行ってそのま

所で、3 キロくらい錘をつけて釣るんですが、大体風が強くて

ま釣れますので初心者の方でもできるかと思います。

波も 1.5 メーター位あるところですけれど、そこで金目鯛がたく

釣りを本当に始めるとものすごくお金がかかります。ゴルフ以上

さん釣れました。

にお金がかかります。釣竿が魚の釣り種ごとに必要になって、
合わせてリールが必要になって、餌が必要になります。釣竿 1
本安いので 30,000 円高いのでは 100,000 位ですかね。
鮎釣りは高いのだと 300,000 位とか言うのがあります
電動リール一個 100,000 円とか糸だけで 50,000 円とか
いろいろ高くなってくるのですごいことになっています。
いま家の倉庫の半分位が釣道具で埋まっていて、うちの嫁さ
んから何とかしてくれと言われています。それほどにハマれば面

小さいのでしたら浜で 1500 円位。大きいのですと 4000 円

白いのかなと思っています。まず初めに海上釣り堀の募集をか

位。大漁でよかったなぁと言うことです。

けたいと思いますので、その時はご参加いただけたらと思いま

これがその前の釣果で、竿に擬似餌をぶら下げまして、ひたす

す。

らしゃくると言う体力の要る釣りです。この時もよく釣れまして

予算もあるようですからちょっと使って、もうちょっと遠征とか考

鯵と鯖とマトウダイなどが釣れました。

えてやっていきたいなと思っています。メンバーを募集していま
す。会員になられたらステッカーを差し上げますのでぜひご参
加ください。

第 １２回 議事会議事録
202２年６月２日（木）12:00～
名古屋クレストンホテル 例会場
出席者 (敬称略）
亀井、岩田、武山、成田、今村、⾧谷川 堀江亮介、
田島、磯部、松尾、加藤
議事録
１. 入会承認の件 出口雅士さん
２. 退会承認の件 横田佳奈さん、大塚嘉彦さん
３. 次年度予算案承認の件
４. 第１回と第２回 アッセンブリ統合の件
５. その他 次年度上半期会費請求書配布
就業規則 2022 年 4 月改定
事務局賞与月確認

釣れた写真ばかりですが、実は先ほどの金目鯛が釣れる前は

