
 

本日の例会（第１５１２回）    ９／１２（水） 

◆新会員職業紹介を行います。（香田  研二君、道家  泰之君） 

次回の例会（第１５１３回）    ９／１９（水） 

◆千田ガバナー公式訪問が行われます。 

5RC（北・守山・錦・葵・名北）合同  ホスト：守山RC 

（時間：12時 30分～  会場：名古屋マリオットアソシア） 

第１５１１回例会記録        ９／５（水）晴 

◆司    会 石黒    勉君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1509回例会

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  6 名中

出席会員数  31名  MAKE UP  6 名

出 席 率  79.49％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

9月になりました。台風のシーズン

です。今日は、「多吉」さんの話をし

ます。 

 昭和 29 年（1954 年）9 月 26

日、台風 15 号が北海道を襲い、青函連絡船洞爺丸が座礁転覆し、死

者（行方不明）1152 人の大惨事が発生しましたが、同日、北海道の

岩内でも大火があり、焼失家屋3500戸という大惨事でした。 

 昭和 36 年になって、岩内を訪れた作家水上勉は、この台風 15 号

の起こした 2 つの大惨事をヒントに、翌 38 年に名作「飢餓海峡」を

執筆しました。 

 この原作をみごとに映像化したのが内田吐夢監督作品の「飢餓海峡」

です。昭和 39 年度のブルーリボン賞をはじめ数々の賞を受賞した名

作です。 

 この作品の主人公が「犬飼多吉」で、三國連太郎が演じています。

その他、伴淳三郎、左幸子、高倉健、藤田進、澤村貞子、室田日出男

など当時の豪華キャストの映画です。 

 ストーリーは、京都府の丹波高原の貧しい山村で生まれた犬飼多吉 

 

が、丁稚に出た大阪から北海道に渡り、開拓農場で働きますが成功で

きず、昭和 22 年 9 月 18 日ころ、岩内近くの温泉で網走刑務所から

出たばかりの２人組と知り合い、その2人組が9月20日に北海道を

襲った台風 10 号が吹き荒れる最中、岩内で質屋へ押し入り、1 家 3

人を惨殺して大金（78万円）を盗んだうえ放火して逃走します。多吉

は、それと知らず 2 人組と一緒に函館へ行き、青函連絡船が転覆して

大騒動中の浜辺から小舟を盗んで津軽海峡を青森県側へ向かいます。

その舟の中で2人組が争いはじめ、1人が海に落とされ、残る1人に

襲われますが、体力に勝る多吉は、この男を海に沈めます。舟に残っ

た大金を手にした多吉は、下北半島の仏ヶ浦に上陸して逃走します。

途中大湊の売春宿で一夜を共にした女性（杉戸八重）に 3 万円余の金

を渡して去って行きます。杉戸八重は、この金で借金を返し、親にも

金を渡して、多吉を追って東京へ行きますが、見付けられません。 

 それから10年後（昭和32）、舞鶴市で製粉業を営んで成功をおさ

めた犬飼多吉は、名前も樽見京一郎と代え、受刑者の更正施設へ大金

を寄付するような篤志家として新聞に載るなど地方の有力者となって

いましたが、ひょんなことからこの新聞を目にした杉戸八重に「犬飼

多吉」と見破られ、10年前の事件が発覚してゆくというものです。 

 公開時は、東映の都合で 2 時間半の映画として上映されましたが、

後に3時間2分のノーカット版も上映されるようになり、白黒映画で

すが、今見ても十分納得できる名作です。 

 尚、内田吐夢監督は、明治 31 年（1898 年）に岡山県で生まれ、

大正時代は俳優をしていましたが、大正末ころから監督となり、戦後

は、昭和 29 年に「血槍富士」を作って有名となり、「大菩薩峠」三

部作（昭和32～33年）や「宮本武蔵」五部作（昭和36～40年）等

数々の名作を遺し、昭和 45 年に 72 歳で死亡しています。昭和の名

監督の1人であったと思います。ありがとうございました。 

幹  事  報  告  

1.松前憲典直前ガバナーのご夫人様が去る 8 月 30 日ご逝去され、9

月 2 日に告別式が営まれました。心よりご冥福をお祈り申しあげま

す。 

2.今月は新世代のための月間です。後程月間に因みまして、古川幹事よ

り卓話をして頂きます。 
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3.2013 年ＲＩ国際大会のパンフレットを同封致しましたので、よろ

しくお願い致します。 

4.地区協議会の記録誌が届きましたので、ご出席の方に同封致しました。 

5.さいたまユネスコ協会より「ネパール奨学支援プロジェクト」として

書き損じ・未使用ハガキの支援依頼が来ております。受付に回収箱

を置きましたので、ご協力をお願い致します。 

卓  話 

「地区新世代サミット」報告 

幹  事    古川  康司 

2012 年 9月 2日(日)キャッス

ルプラザホテルにおきまして、地

区新世代サミットが開催されまし

た。それぞれ 4 つの委員会が一堂

に集まり、総勢290数名の参加者でした。 

4 つの委員会とは、地区インターアクト委員会、地区ローターアク

ト委員会、地区 RYLA 委員会、地区青少年交換委員会で、今まで別々

で独立していた 4 つの委員会を、連携をとりながら繋げていくという

目的で開催されました。 

どの委員会報告も大変情熱的な楽しい発表で、交流懇談会では青少

年交換で日本に来ている海外の高校生たちが流暢な日本語で挨拶され

ました。 

１．インターアクトとは、奉仕と国際理解の心を養い世界的友好精

神の中で共に活動しようと、高校に在学中の学生、又は14～18才ま

での若人で結成されたクラブ。1962年に発足。 

２．ローターアクトとは、提唱ロータリークラブの近隣地域内に居

住、就職、修学している18～30才になった後の6月30日までの青

年男女によって構成されているクラブ。その目的は個々の指導能力の

開発、道徳と人権尊重、奉仕と世界平和を推進する若者を養成し、行

動をおこすことにある。1968年に発足。 

３．青少年交換とは、高校生に国際理解と親善を推進するために一

学年度(長期交換)又は休暇中(短期交換)、海外に勉学又は旅行させるRI

プログラム。留学期間中の諸経費(学費、生活費、小遣いなど)はクラブ

又は地区から支給されるが､往復旅費は両親の負担である。15～19才、

成績はクラスの上位3分の1以内が望ましい。（上記１．２．３．は、

ロータリー情報集より抜粋） 

４．RYLAとは、Rotary Youth Leadership Awards の頭文字を

とった略称。1959 年、オーストラリア、クイーンランド州の自治権

獲得 100 周年記念委員会にイングランドのアレクサンドリア王女が

臨席され、ブリスベン RC がホストを勤めました。この時、王女と同

世代の青年たちが語りあう素晴らしい姿を継続出来ないかと考え、こ

れを青少年養成の場にしようとしたのが始まりで、1971 年、国際ロ

ータリーで青少年養成プログラムとして採択された。 

 RYLAの目標とは、１；ロータリーが青少年を尊重し、かつ、青少

年に関心を抱いている事を明らかにすること。２；選考した青少年に

実施訓練を体験させ、責任ある有能なボランティア青少年指導者とな

る方法を身につけるよう激励、援助すること。３；青少年による青少

年への継続的な力強い指導を奨励すること。４；青少年指導者として

地域社会に尽くしている多数の青少年の優れた資質を公にすること。

(RYLAセミナーＤＶＤより抜粋、要約) 

誕 生 日 

9/ 1  遠藤  友彦君             9/ 4  伊藤  晋一君 

9/13  宇都木  寧君                 9/17  石黒    勉君 

9/21  杉浦  定文君                 9/30  藤原  研一君 

9/ 5   横田  徳久君ご夫人          9/11  横井  尚啓君ご夫人 

9/26  半泊  與則君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

9/15  道家  泰之君 

ニ コ ボ ッ ク ス 

道家  泰之君    明日、社長就任予定です。 

今後もみなさまよろしくお願い致します。 

梅村美知容さん  ゴルフの総会、ありがとうございました。 

今日は食の会、楽しみです。 

梶川  久雄君    ゴルフ総会で星川会長賞を頂きました。 

古川  康司君    加藤(昌)新世代奉仕委員長に代わって卓話をさせて

頂きます。食の会も宜しく御願い申し上げます。 

横井  尚啓君    妻の誕生日祝っていただいて。 

【誕生日を祝っていただいて。】 

石黒    勉君 遠藤  友彦君 藤原  研一君 杉浦  定文君 

宇都木  寧君    

【本日の納涼バーベキューパーティー、多数ご参加ありがとうござい

ます。】 

小關  敏光君 北村紀子さん 足立陽一郎君 加藤あつこさん 

柴山  利彌君 尾関  正一君 尾關實津成君 横井    登君 

星川  直志君 西脇  良一君 近藤    朗君 木村  雅一君 

半泊  與則君 松岡  三明君 阿部  美男君 入江由希子さん 

西脇  多吉君 川村  智康君   

 

食 の 会 

「納涼バーベキューパーティー」 

2012年 9月 5日（水） 

第１回食の会は、参加者14名で、

岐阜県のかなの里へバーベキュー

に行きました。 

武儀川の清流のせせらぎに心を

清めながら、天然物の鮎や、飛騨牛

に舌鼓を打ちました。 


