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第1243回例会　　献血キャンペーン
平成27年11月６日㈮
10：00 ～ 16：00

栄献血ルーム
栄ガスビル前

献血会場受付の様子

　みなさま、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましても、良い年をお迎えになった
ことと、お喜び申し上げます。
　さて、昨年までは戦後70周年をめぐり、いろい
ろな論戦がくり広げられましたが、当中ライオン
ズクラブにおきましては設立50周年後を背景とし
て、新しい時代を迎へております。
　丁度このような時期に当たり、国際会長は「命
の尊厳と和」をテーマに、その出発点は家庭にあ
ることを強調されておられます。
　そのような考えかたの背景があるからこそ「向
こう三軒両隣」ということや、職場などを含む広
い社会でのボランティア活動が出来るようになる、
下地（シタジ）があるのだと思います。
　さあ！この一年希望をもって頑張りましょう。

年頭のごあいさつ

名古屋中ライオンズクラブ会長

 Ｌ尾崎  博明 　恒例の献血キャンペーン・アクティビティを栄ガス
ビル前で行いました。献血実績は次のとおりです。

献血受付数 79名

献血できた方 69名

 内訳  200ml ０名

 　　  400ml 19名

成　分  50名

献血できなかった方 10名
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Ｌ尾崎会長あいさつ

 今年もいよいよ最後の月となりました。一年という
のは非常に早いなあと最近特にそのように感じる次第
です。

　11月20日、名古屋中ＬＣ、ホストＬＣ、栄ＬＣの
３クラブ合同例会が中ＬＣ担当で開催されました。
　栄クラブの佐藤会長の開会のゴングに続き、中クラ
ブ尾崎会長が挨拶、食事後、瀬戸市美術館の服部文孝
館長から「世界で評価された日本のやきもの」と題し
てスピーチが行われました。
　日本のやきものの内、瀬戸焼の他のやきものと違っ
た特長、「早い段階から海外への輸出を目指したこ
と」「瀬戸焼の素地に名古屋など瀬戸以外の場所で上
絵付をする」といったこと等について、わかりやすく
語られました。
　中クラブにとっては２度目のスピーカーとしての招
聘でしたが、前回とも違った内容で、２回とも出席の
メンバーにとっては瀬戸焼について大変勉強になった
ことと思います。

続いてドネーション報告、幹事報告に続いて、ホスト
クラブ大井会長、中クラブ尾崎会長、栄クラブ佐藤会
長の三人でライオンズ・ローアが行われました。最後
はホストクラブ大井会長の閉会のゴングで３クラブ合
同例会が終了しました。

　Ｌ藤森晶子（７日）、Ｌ伊藤天来（15日）がお誕生日を
迎えました。

　　　11月のお誕生日は
　　　　Ｌ松浦喜多男（１日）、Ｌ村松健次（18日）。
　　　　おめでとうございます。

おめでとう誕生日 11月

おめでとう誕生日 12月

Ｌ尾崎会長（３クラブ合同）

ゲストスピーカー瀬戸市美術館館長　服部文孝様

第1244回例会　　合同例会
平成27年11月20日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

第1245回例会　　通常例会
平成27年12月４日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

３クラブ会長による合同ローア

モナークシェブロンを受ける　Ｌ高田、Ｌ田中

モナークシェブロン伝達

35年　Ｌ森　　憲善
25年　Ｌ高田　暁男　　Ｌ田中　博晶
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　戦後 70 年というのは最近よく言われております。
新聞紙上など色々な形で言われておりますが、私が『戦
中後 71 年』という題にしたのは、戦争が終わる１年
くらい前から色々な形で当時の世の中の特徴が現れて
いたときであったと思っています。そういうわけで戦
中後 71 年、70 年にプラス１年にして『戦中後 71 年』
という演題にさせていただいたのです。
　その中でも当時の女性の生き方、考え方を取り上げ
たいと思います。
　私が当時を思い出すと、大東亜戦争が始まったのが、
私が小学校５年生の 12 月８日でした。戦争というの
は、昔は男子も女子も一緒に戦いに出ていた時代が
あったのですが、社会が進展するにしたがって、男社
会、女社会というように役割が変わってきました。そ
ういう中で、今から 71 年前の女性というのはどうで
あったかを、私の身近に起きた問題を中心にして話を
していきたいと思います。私の身近で起きたといって
も、当時の社会ではいたるところで似たようなことが
あったと思います。
　近代社会では戦があると男が武装して中心に戦うの
ですが、それを支えているのは女性です。その中で男
子は戦場で勇ましく戦います。
　当時小学校で男子の勇ましい姿と言われていたこと
は、「肉弾三勇士」ということがよく言われていました。
中国では城壁で取り囲まれている中に個人の家があっ
たので、その城門を破るために三人の勇士が爆弾を抱
えて門に突っ込み破る。自分も死ぬが門も破れるわけ
です。これは男子こその任務でありました。
　同じく戦争で有名なのは「満州事変」や「支那事変」
と日本で言われておりますが、敵を攻めるのに戦車隊
というのがありました。その一つに「西住戦車隊」と
いうのを聞かされておりました。勇敢で強いというこ
とです。
　そして大東亜戦争でのアメリカとの戦いですが、「隼
戦闘隊」というのも有名でした。日本は優秀な民族と
言われており、性能のいい飛行機を作り戦果をあげて
いったと言われておりました。
　男の社会というのはそのようなことが華々しいと言
われており、そのようなことに憧れるムードが作られ
ておりました。では女性はどうだったかというと、若
い女性たちは工場に動員されていったわけです。
　若い男性が戦場に送られていくと、残るのは年寄り
や子ども、女性です。若い男性がいないので、結婚適
齢期を迎えた若い女性はどのようであったか、戦後あ

『戦中後７１年』

Speech Ｌ 尾 崎　博 明 まり語られていませんが、そのことについて身近な経
験からお話ししたいと思います。
　当時の若い男性は、徴兵検査を受け、戦場に送られ
るまでが１週間から 10 日間ほどでした。その間実家
に帰って待つわけですが、結婚適齢期の女性がたくさ
んおり、一方で男性は少なくなっていくという状況の
中の中何とか結婚させようと、そのわずかな期間に結
婚するということがありました。私の母の実家近くに
住む女性も同じように、私の母の勧めで同じような結
婚をしました。ですが、１週間や 10 日ほどでは子ど
もを作るのも難しく、そのままご主人となった男性は
戦場へ、お嫁さんとなった女性は一人男性の実家に入
り、百姓を手伝う日々が続いていました。そして終戦
後１年ほどして、夫となった方が戦死したという知ら
せが来ました。
　その知らせを受け舅さんが、嫁となった女性は子ど
ももなくまだ若いということで、他の人と結婚してや
り直したらいいと、離婚されたという悲しい話があり
ました。
　また、戦場へ行った私の従兄を慕って、「帰ってき
たら私をお嫁にしてほしい」と叔母に言っていた女性
がいましたが、結局従兄は戦死したということが戦後
になってわかりました。そしてその女性が詠んだ歌を
私に聞かせてくれたのですが、その歌の中に何度も出
てくる「のぶよし」という従兄の名前が今でも私の頭
に残っております。そのような悲しい話もありました。

計画委員長Ｌ田中の司会進行

Ｌ村松の幹事報告
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Ｌ家田晃次クリスマス委員長あいさつ　
　本日は名古屋中クリスマス会にご出席戴きましてあ
りがとうございます。
このクリスマス会は次年度の役員が当番で計画を立て
るということになっているようで、皆様よりご推薦を
戴いております次年度の役員で、例年に負けないよう
な計画をさせていただきました。
中でもアトラクションと致しまして、名古屋芸大の若
い皆様方に楽しいショーを演じていただくことになっ
ております。どうぞ十分に楽しんで戴きますよう、そ
して大いに盛り上がって戴きますようお願い申し上げ
ます。

第1246回例会　　クリスマス家族会
平成27年12月18日㈮
17：15 ～ 20：00 名古屋観光ホテル

閉会のあいさつ　
　来年のクリスマス委員長となるＬ貝出から閉会の挨
拶と来年に向けた決意が示されました。

　ボーカル担当のリーダー家田めぐ美様は「あいち戦
国姫隊」の おね様（豊臣秀吉正室）役で広く活躍をされ
ています。

本日のローア

スピーカーＬ尾崎会長による力強いローア

Ｌ伊藤天来による乾杯

Ｌ家田晃次クリスマス委員長挨拶

閉会のあいさつをするＬ貝出

現役の名古屋芸術大学生によるクリマスメドレー

ショータイム

名古屋芸術大学

ミュージカルカンパニーOne

夢のまた夢
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　先ず以て、新年明けましておめでとうございます。
皆様にとりまして良き年となりますよう祈念致してお
ります。
　昨年までは長老がお一人いらして、まだ若いと思っ
ておりましたが、今年このクラブで最年長になってし
まいました。チラッと手帳を見ておりましたら、私が
ライオンズクラブに入って30年目になります。初年
度の会長は蓬莱の佐治さん、幹事は万福院の竹島さん、
瀧さんが会計でした。30年はあっという間で、他に
は森さんもおみえになりますが、頑張って生きて参り

ましょう。皆様方は是非お身体に気を付けて、90歳、
100歳、110歳、120歳まででも、健康で活躍して頂き
たいと思います。
　私の人生は86年、昭和４年12月15日生まれ、終戦
が、昭和20年８月15日でしたので、当時私は中学生、
それまでが私の本当の意味で純粋な時代だったと思い
ます。時代そのものの背景が純粋、真面目でした。昭
和20年以降、私が二十歳以降は世の中が混乱して、
良い時代ではなくなってしまいました。
　終戦前後、子供の頃の話は今でも鮮明に思い出され
ます。小学校に入学して物心が付いた頃の印象、記憶
はいっぱい残っています。私が卒業した、現在は合併
して栄小学校、昔は南久屋小学校は、元総理の海部俊
樹さんの出身校でもあります。少年時代はよく一緒に
遊んだ仲間です。海部さんの妹さんは家内と同級生、
三國さんの叔父さん、三國一郎さんは同窓から東大を
出られて、藤森さんのご主人藤森くんもお酒好きの同
級生で懐かしいです。
　学徒動員の頃は何トンもあるような大きなトラック
を無免許で運転していました。終戦直前、兵隊の下に
付いて、終戦の時は足助にいました。女学校を出た
方々は挺身隊として奉仕をしていました。私はトラッ
クの助手で兵隊と一緒に乗り、挺身隊も一緒に乗って
可愛がってもらいましたが、エンジンのことも何も知
らないので途中で止まり、一等兵や二等兵に物凄く殴
られ血だらけでした。その時挺身隊の人達が一生懸命
介抱してくれた、そういう思い出もあります。兎に角
あの頃の時代は、辛いこともありましたが大変純真な
時代で、どんなことでも助け合いました。
　今の社会は人を殺したり、親子の関係が悪かったり、
悪いことばかりが起こり残念でなりません。戦後の社
会は不真面目過ぎる、もっと真面目な国にならなけれ
ばいけないと思います。皆様方はいつまでも健康で、
元気に頑張って頂きたいと思います。
　ライオンズ入会当時は120人会員がいました。ゴル
フ部会でも80人もの参加がありました。今は悲しい
かな１組４人という時もあります。高木さんは最後ま
でゴルフをされてとても熱心な方でした。皆さん元気
に、私以上に健康で、いつまでも長生きして、ライオ
ンズでご奉仕して頂きたいと思います。
　ありがとうございました。

Ｌ尾崎会長あいさつ
　明けましておめでとうございます。
　本日は新しい年を迎えて最初の例会となります。
　皆様今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
　今年は色々な意味で新しい時代が来ると思っており
ます。昨年までの社会的な変化が、これからの一年、
ひいては十年に渡って、様々な変化へと続くのではな
いかと考えております。
　そういう意味でライオンズの活動も、もともとライ
オンズが設立された経緯などを踏まえ、色々な点で今
まで見逃してきたことや、力不足などによって中々出
来なかったことを少しでも少なくし、本来の目的にあ
った活動をしていかなければならないと思っております。
　言うは易しで実行は大変でありますが、どうぞ皆様
のお力添えを頂きまして、今年もどうぞ宜しくお願い
申し上げます。

第1247回例会　　通常例会
平成28年１月８日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

　Ｌ赤堀　　耕（７日）、Ｌ福島　政治（９日）
　Ｌ山中　俊祐（12日）、Ｌ杉本　欣彌（15日）
　　　　お誕生日おめでとうございます。

おめでとう誕生日 １月

Ｌ赤堀
Ｌ山中

『 米寿のお祝いを頂いて 』

Speech Ｌ 伊 藤　天 来

米寿のお祝い
を受ける
Ｌ伊藤 天来
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会　　　長

幹　　　事

PR 委員長

会報編集者

発　行　所

印　刷　所

名古屋市中区錦三丁目8-14 名電ビル4階名古屋中ライオンズクラブ

尾崎　博明 東区葵1-6-3 ㈱ ジ ョ イ ン 明 和  TEL.772-6513

村松　健次 東区矢田1-16-10 五　松　商　事　㈱ TEL.721-3222

赤堀　　耕 中区丸の内2-17-12-402 赤 堀 法 律 事 務 所 TEL.222-1168

森　　千夏 中区栄5-1-33 Ｍ Ｏ Ｒ Ｒ Ｉ Ｓ TEL.261-3300

株式会社 地上社 名古屋市中区栄5-26-40

TEL.962-3782

TEL.241-1196

第1249回　２月５日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
第1250回　２月19日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル　　
第1251回　３月４日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル　　　　
第1252回　３月18日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
定例理事会 毎月第２例会日

例会予告

弁理士

松浦国際特許事務所
所長

松　浦　喜多男
中区千代田五丁目18-19
きんぞうビル7F
TEL.052-243-1126

写真撮影

㈱写真のみくに
代表取締役

三　國　　　健

昭和区藤成通4-10
TEL.052-842-0392

料理仕出し業

㈱八百彦本店
代表取締役

三　浦　邦　雄

西区幅下一丁目10-44
TEL.052-571-0417

ワインダイニング＆バー

MORRIS
オーナー ソムリエ

森　　　千　夏

中区栄五丁目1-33
TEL.052-261-3300

◎定例理事会 （11月30日観光ホテル）
〈出席〉Ｌ尾崎　Ｌ貝出　Ｌ田中　Ｌ丹羽　Ｌ松浦　
　　　Ｌ三国　Ｌ林　Ｌ家田　Ｌ森　Ｌ一柳　Ｌ竹川
１．会計報告
　10月末試算表　承認
２．クリスマス家族会の件
　予算提出　承認
３．福岡国際大会について（第99回）
　日本での開催となりますので、出来るだけ出席願い
たい。国際大会を例会振替とするかどうか。に関し
ては次の理事会にて再度討議する。
４．その他
　中経新聞新春広告について。当クラブは出さないと
します。
◎定例理事会（12月４日）
〈出席〉Ｌ尾崎　Ｌ田中　Ｌ丹羽　Ｌ一柳　Ｌ三國
　　　Ｌ林　Ｌ赤堀　Ｌ家田　Ｌ村松
１．前回保留事項について
　福岡での国際大会を例会に振り替えるかどうかにつ
いて。例会振替とはしないとします。
２．その他
　ドネーションの在り方について。ドネーションの集
め方を検討する。年間での予定額の確認。例会での
発表は名前・金額を発表するとします。

理事会議事録

ドネーション・ファイン 林　　晃雄　あけましておめでとうございます。本年
も宜しくお願い致します。

三國　　健　あけましておめでとうございます。本年
も宜しくお願い致します。

山中　俊祐　あけましておめでとうございます。
赤堀　　耕　誕生祝いありがとうございます。本年も

よろしくお願い致します。
合計　110,000円

◎第1244回例会（11月20日）
尾崎　博明　皆様の健康を祈ります。
田中　博晶　服部館長をお迎えして。
一柳　　績　本日は楽しい例会ですね。
竹川　享志　今後とも３クラブの交流が楽しく長く続

くことを祈って。
森　　憲善　先回の献血例会失礼いたしました。
高田　暁男　なんとなく。
樋口布差雄　永い間ありがとうございました。病気に

より退会させていただくことに決めました。
合計　75,000円

◎第1245回例会（12月４日）
田中　博晶　事業発展。
杉本　欣彌　Ｌ田中に強制されたので。

合計　7,000円
◎第1247回例会（１月８日）
一柳　　績　皆様新年あけましておめでとうございます。
　　　　　　今年もよろしくお願い致します。
　　　　　　Ｌ伊藤天来「米寿」を迎えられおめでとうござ

います。グリーンでゴルフもされる元気はうらや
ましい限りです。Ｌ丹羽孝爾には干支のネク
タイピンを有難うございました。

伊藤　天来　明けましておめでとうございます。本年
もよろしく。米寿のお祝いを頂いて。

丹羽　孝爾　理事会で余計な発言をしました。
家田　晃次　おめでとうございます。本年もよろしく

お願い致します。
田中　博晶　今年もよろしく。昨年11月ゴルフ優勝。
高田　暁男　本年もよろしくお願いします。
森　　憲善　新年明けましておめでとうございます。

皆様にとってよき年であります様に。
貝出　賢司　本年もよろしくお願い致します。


