
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 小谷恒夫 幹事 青山和成 会報 宮下智香子   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

世界へのプレゼントになろう 
本日 第 632 回例会 2016 年 4 月 19 日（火曜日)第 624 号 

 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program 
 
点鐘 
＜ロータリーソング＞ 「それでこそロータリー」 
         

演題：「クラブフォーラム」 
 
卓話担当：日野典子 

前回 第 631 回例会 2016 年 4 月 12 日（火曜日)記録 

  

＜ロータリーソング＞  「我らの生業」          総合司会     

  

伊藤 真親睦活動委員長                

＜出席報告＞  

            カレーセット 

      (ビーフ) 

 会員総数 20 名  

出 席 者 11 名 出席率 55.00 ％ 前々回補正出席率 95.00 ％ 

  

＜会長挨拶＞    愛知長久手ロータリークラブ   青山和成幹事 

                          

ハリー・Ｓ・トルーマン 

（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ  ＲＣ）                      

 

        アメリカ合衆国 第 33代大統領 

任 期    1945年 4月 12日－1953年 1月 20日 

      アメリカ合衆国 第 34代副大統領 

  任 期   1945年 1月 20日－1945年 4月 12日 

元 首   フランクリン・ルーズベルト 

出 生      1884年 5月 8日 

           ミズリー州ラマー 

      死 去     1972年 12月 26日（88歳没） 

                 ミズリー州カンザスシティ 

政 党           民主党 

 

全米有色人種地位向上協会で演説を行い、公民権運動を支援した初めての大統領である[1]。日本への原子爆

弾投下については、彼が投下書類（投下命令書）を承認したとされる。白人至上主義者団体クー・クラック

ス・クラン(KKK)の元構成員であった 

トルーマンはルーズベルトが大きな支持を与え親密な関係を保っていた中華民国の蒋介石との折り合いが

悪く、後に蒋介石率いる中国国民党への支援を事実上断ち切った。その結果、ソ連の支持を受けていた毛沢

東率いる中国共産党が国共内戦に勝利し、1949 年に中華人民共和国が設立され、蒋介石は台湾に遷都する

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１５－２０１６ 

WEEKLY 
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こととなった。1950 年 1 月 5 日にはアチソン・ラインに基づいて台湾不干渉声明を発表していたが、朝鮮

戦争開戦から 2日後の同年 6月 27日に台湾海峡を防衛するとして第七艦隊を派遣した 

トルーマンと同じ大統領経験のあるハーバート・フーヴァーとドワイト・アイゼンハワーは非戦闘員への虐

殺に否定的なコメントをしており、特にアイゼンハワーは大統領就任後、被爆地広島に原子力発電所を造る

案が 1953年時点で、米政権内で浮上していたが、彼は「（原爆投下への）罪悪感を示すことになる」という

理由で反対した 

連合国の元帥であるダグラス・マッカーサーは日本がソ連を和平仲介した時点で日本には抗戦の意志がない

と見なしたものの、自分の許可なしで原爆投下を命令したニュースを聞き、トルーマンに激怒したと言う 

、トルーマンも原爆の残虐性などを十分に認識していたとする見方もある。ポツダム会談の時期にトルーマ

ンが書き残していた日記には、たとえ日本人がどんなに暴虐でも原爆で攻撃するのは残酷であるから、婦女

子の被害を避けるため原爆攻撃目標は軍事拠点に限定し、東京と京都は目標から除くようスティムソン陸軍

長官に指示したことが述べられていた 

 ハリートルーマン 語録 

「男を破滅させる三つのものがある。金、権力、そして女だ」 

「あらゆる偉業は、情熱の産物である」 

「日曜学校のクラスに金髪の美しい少女がいた。 私は一目ぼれだった。妻となった

今も私の気持ちは変わっていない」 

＜委員会報告＞ 

■ニコボックス■ 

・中川さん卓話楽しみにしております。本日も宜しく御願い致します。            青山 和成 

・花粉症です。！！マイッタ！！本日も宜しくお願いします。                                  丹羽 司一 

・中川さん卓話よろしくお願いします。                                             伊藤 広治 

・中川さん卓話よろしくお願いします。                                        日野 典子 

・中川さん本日の卓話楽しみです。                                                     山田 文明 

・本日も宜しくお願いします。久しぶりに卓話が廻って来て、何を話そうか考えてます。    中川 清子 

大したお話は出来ませんががんばります。 

・欠席が多くて申し訳ありません。何とか都合をつけて出席するよう努めます。             吉田 濵一 

本日もよろしくお願いします。                                 

・中川さん卓話よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。                     林  正俊 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                                                   伊藤  真 

 

＜幹事報告＞ 

① ＦＡＸにてご連絡をさせて頂いておりますが、4/26(火)夜間例会場所は木曽路 東名店です。 

   時間は 18：00受付 18：30開会となります。愛知高校より 3名、ホストファミリー3名も参加されます。  

② ナサニエル君お母様の来日（4/23-5/7）スケジュールとして 5/3野球観戦（ナゴヤドーム） 

   サッカー観戦(トヨタスタジアム)が決定しております。（ご報告まで） 

③ 4/24(日)地区研修・協議会出席者の方には次第をお渡しいたしましたのでご確認いただきますようお願い 

いたします。 

④ 前回例会にてお渡しもしくは郵送でお渡しいたしました来年度事業方針用紙は 4/19(火)までになって 

おります。次週(4/19)欠席されます方はＦＡＸにてお願いいたします。 

⑤ 次回例会は４/１９(火)トヨタ博物館 時間は１２：３０－１３：３０です。 次回卓話はクラブフォーラムになります。 

担当は青山和成さんです。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1950%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%81%E3%82%BD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E8%89%A6%E9%9A%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/1953%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC


＜卓 話＞             「ロータリーと私」             中川 清子 

 

 

振り返れば、平成 19 年 2 月からお世話になり、早 10 年経ちました。 

10 年選手というと、もっともっとロータリーの中味を知っていなくてはいけないの 

に、日頃の多忙を理由の勉強不足で、いまだに新人同様で、お恥ずかしい限りです。  

でも、知らず知らずの内に、この長久手ＲＣの仲間の集い、お話して夜間例会で睦みあい、毎週の 

  例会にてお話を聞くうちに、なんとなく「奉仕」という言葉が耳慣れし、それまでの人生になかった 

  分野の言葉が脳の一部に入っている気がします。 

    もちろん、日常生活で“奉仕”を具体的にしているという訳でなく、又それもお恥ずかしい所ですが、 

  少なくとも、全くロータリーと係わりのない 10 年であったとすれば、考え及ばない生活の中の何か、 

  が生まれている気がします。 

     私自身の自己紹介を改めてさせて頂きたく思います。古くからの方はご存じでしょうが、新人の方も 

   みえますので。 

    私は昭和 22 年に岐阜県笠原町という田舎で生まれ、3 歳の頃かかった肺炎で幼少より身体が弱く、す 

   ぐ風邪をひいて熱を出すパターンで、親も過保護で、小中学校は田舎の学校、10 歳上の姉は中学から 

   金城学院に行き、寮生活をしていましたが、身体の弱い私は寮生活は無理と、中学入試は断念し、改め 

て高校入試にチャレンジしました。高校・短大金城で楽しい学生生活を送り、「就職はまかりならん！」

という明治生まれの父の一言で、花嫁修業と見合いの日々・・・ 

     結婚後 11 年は子供二人にも恵まれ、それなりに楽しい生活をしていましたが、突然 39 歳の主人が 

   がん宣告を受け、1 年 3 ヶ月の闘病後、亡くなりました。経営していた不動産会社も倒産し、残ったの 

は借金のみ。一度も世間に出たことがなく、父親の背中から主人の背中に移り何も苦労を知らずに 37 

年間生きてきた私は、ドンデン返しの運命となり、5 歳 9 歳の子供を抱えて世間の荒波に放り出されま 

した。 

それから 31 年間、どうやって乗り切ったのか？今ここに、世間から一目置かれるロータリーという 

世界に在籍させて頂いているのが不思議です。ただ言えるのは、私の周りにはいつも温かい人柄の方 

ばかりでした。辛い事は多々ありましたが、あまり翌日へ持ち越さない性格で、すぐ嫌いな事は忘れ、 

楽しい事はいつも感謝をもって覚えていました。 

 小学校時代の友人、金城時代からの友人、子供達のママ友、不動産業を始めて知り合った同業者の友

人達・・・ 

 私はこの人達から救われ、助けられ、ここまで来ました。人と知り合うことは素晴らしいことです。 

これからも新しい人とどんどん友達となり、人として豊かな人生にしたい、と思っています。 

  

 

 

 

 

 

 

4 月 26 日(火) 5 月 3 日(火) 5 月 10 日(火) 5 月 17 日(火) 

夜間例会 

 

祝 日 

 

地区協議会報告 

 

 

クラブ全体会議 

 

 

(木曽路 東名店)  （トヨタ博物館） （トヨタ博物館） 
 


