
                                                                                 

本日の例会（第１５３２回）   ２／６（水） 

《世界理解月間卓話》 

◆スピーカー  国際奉仕委員会 委員長  赤崎 守弘君 

◆題    名 「世界理解月間」に因んで 

次回の例会（第１５３３回）    ２／１３（水） 

《優良警察官表彰》 

◆卓話紹介会員 社会奉仕委員会 委員長  杉浦 定文君 

◆スピーカー  愛知県北警察署 署  長  小玉 尚一様 

◆題    名 最近の治安情勢について 

第１５３１回例会記録      １／３０（水）晴 

◆司    会 星川 直志君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も／唱歌・雪 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1529 回例会 

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  6 名中 

出席会員数  31 名  MAKE UP  5 名 

出 席 率  83.78％  出席率訂正  97.06％ 

会  長  挨  拶 

会長エレクト  宇都木 寧 

本日は、小關会長に代わり、私

宇都木が、会長挨拶代行を務めさ

せて頂きます。 

 先日来、アルジェリアの石油天

然ガスプラント建設現場のアルカイダ系と思われるテロリス

トの襲撃により、10 名の日本人現地駐在員の方々が亡くなら

れた事件は、正に痛恨のきわみであり、国民の一員として、無

力感を痛切に感じました。 

 そもそも、国は国民を守るために存在するはずであるにもか

かわらず、我々国民の命が法律により守られないこの事態は本

末転倒ということです。なんのために法が存在するのか、命を

亡くすためではないはずです。 

 テレビの討論番組を見ておりましたら、税金により報償を受

けている国会議員が、憲法云々との尊いお言葉で、国民の命を 

 

守る具体的手立てがなく、またその意思もないような発言は、

国民を愚弄するものであります。 

 このようなことをお話しておりますと、せっかくの昼食をお

いしくいただくことができなくなります。 

 そこで、アルジェリア・マリについて調べたところ、隣国の

ニジェールも含め、ともにフランスの植民地でした。ではなぜ

今回の事件は、マリ共和国のテロリストがアルジェリアに侵入

したかを調べました。 

 サハラ砂漠には、数千年前から、交易を目的として生活をし

ているトアレグ族という、隊商もするが盗賊にもなるという勇

猛果敢な民族が住んでいるとのことです。しかも、このトアレ

グ族は、北アフリカでフェニキア人・ローマ人と戦ったベルベ

ル人の末裔ということもあり、武力闘争は年期が入っている民

族です。ところが、1960 年のマリ共和国の独立、1962年ア

ルジェリアの独立については、トアレグ族の意思も、生活の空

間も関係がなく国境がひかれ、民族の分断がなされ、その不満

がトアレグ族に根強くあり、その不満を利用したテロリストに

よりテロリズムに発展したということであります。 

 確かに、マリでフランスの武力介入が原因でこの事件が始ま

ったとの報道がありますが、元々、トアレグ族の生活を破壊し

たのが宗主国のフランスであることを考えれば、19 世紀ヨー

ロッパの植民地獲得闘争の負の遺産により、無実の日本人が犠

牲となったことは残念であります。 

今回の犠牲となった方々の家族の気持ちを思えば、歴史はと

もかく、国はいかにあるべきか。いかにして国民を守るべきか

を強く考えるべきであると訴え、本日の挨拶に代えさせていた

だきます。 

幹  事  報  告  

1.1 月 27 日～2 月 2 日はロータリーの追悼記念週間です。後

程週間に因みまして、会員の遠藤友彦君並びに西脇良一君に

卓話をして頂きます。 

2.来る 2 月 1 日からロータリー適用相場(ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ)が 1 ドル

88 円(現行 82 円)に変更される旨、国際ロータリー日本事務
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局より連絡が届いております。 

3.東京ＲＣ会員の熊平雅人君より「抜萃のつづりその七十二」

を頂きましたので、お持ち帰り下さい。 

4.家族忘年会の写真の申し込みは本日までとなっております。 

追悼記念週間卓話 

故 土屋利行君を偲んで 

会 員  遠藤 友彦 

チャーターメンバーの一人  

土屋利行君は去年 6 月 11 日 

83歳で逝去されました。改めて、

ご冥福をお祈り申し上げます。 

土屋君は第 6 期 故 梶川重久会長時の幹事であり、Ｈ4～5

年第 12 期の会長を務められました。タイルを主とする名古屋

建陶社の創業者であり、国より叙勲を受けられたこの業界を代

表する人でした。温厚で冷静沈着。奉仕の理想に生きられた、

素晴らしいロータリアンでした。 

追悼記念卓話を頼まれましたので、早速に土屋家を訪問し仏

前に焼香をしてまいりました。仏前には遺影、叙勲の賞状、米

山記念及び橫井会長時の感謝の盾が飾られ、ご婦人と娘さんに

迎えられ、大変に喜ばれました。北村さんはじめ、名北ＲＣの

皆さんによろしくとのことでした。 

国際奉仕では、1990 年ポートランド世界大会。姉妹クラ

ブ・シンガポール ラッフルズシティＲＣとの交流で、24 名を

迎えたり、訪問したり、韓国 大邱東瑞ＲＣ10 周年記念式典に

30 名参加したり、藤原会長時にはメッセージを持参して、ご

一緒したりしました。 

特記すべきは、市内の既設ロータリークラブ初の女性会員

（中野・小林さん）入会で、ウィークリーで話題になりました。 

思えば、30 年のＲＣ生活の思い出は、とめどなく、語り尽

くせません。 

服部 保先生を偲んで 

会 員  西脇 良一 

本日は追悼記念週間と言うこ

とで、「服部 保先生を偲んで」

と題して、お話をさせて頂きます。 

服部先生は、私の伯父で、昭和

2 年生まれと言うことで、多分、戦時下から戦後にかけて、食

糧難の時代で、出されたものは全部食べなきゃもったいないと

いった感じが習慣化され、特にお腹が出ていて、いつも気にな

っていましたが、小さい頃より、色々と可愛がって頂き、明る

く、楽しく、ユーモアもあり、時々家に来て頂いたときとか、

伯父の家に遊びにお邪魔したときは、いつも大変に嬉しく思っ

ておりました。 

その後偶然にも、私の結婚を機に、伯父の近くに住む様にな

り、より一層、身近になりましたが、30 年以上、寝込むよう

な病気をしたことも無く、伯父の患者にはなれなく、よく伯父

のところへ行くという感じではありませんでした。 

 しかし、伯父から昭和 60年頃に、名古屋名北ロータリーク

ラブの方に誘われまして、当時、渡邉さんの入会と同じ年度に

入会させて頂きまして、なかなか近所にいても、会う機会が少

ないなか、1 週間に 1 度伯父に会い、落ち着いて話が出来るよ

うになり、一緒にお酒も飲み、食事も出来、またカメラのクラ

ブにも参加させて頂き一緒に旅行にも行きまして色々と良い

交流も出来て、入会して良かったと、感謝し、ロータリークラ

ブの皆様にも大変に感謝しておりました。 

伯父から「60 歳を超えてくると、色々と病気が出てくるか

もしれないから、これからは注意した方が良いよ。」と言われ

たことがありましたので、最近は、お酒も少し慎み、食事の方

も過剰に取りすぎないようにと、頑張っているところでありま

すが、今はもし何かあったら、伯父の息子さんに見てもらおう

と思っております。 

伯父が亡くなる前に、「病院に入院した。」また「自宅で療養

している。」などの連絡を携帯電話で受け、お見舞いに行くと

「少し足の方が良くないので、また良くなったらロータリーク

ラブにも行くから、頼むな。」と元気な声で言われ、少し安心

しておりましたが、その後横井さんと例会前に、伯父の状況を

そのように、お伝えしていましたが、丁度その日に、「亡くな

った。」との連絡が入り大変に驚き、また大変落胆しました。 

伯父は大変にロータリークラブで、医師としての職業奉仕、

色々な形での社会奉仕、クラブ奉仕、国際奉仕、等、色々と活

動し楽しんでいたと思います。これもひとえに皆様のおかげで、

大変に感謝しております。 

またロータリークラブの亡くなられた会員の皆様には、謹ん

で、ご冥福をお祈り申し上げます。以上で卓話を終わります。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

遠藤 友彦君    故 土屋利行君を偲びます。 

西脇 良一君    服部先生を偲んで卓話をさせていただきます。 

梅村美知容さん 節分の寿司お持ちしました。 

今年は南南東です。 

【「追悼記念週間」卓話よろしくお願いします。】 

小關  敏光君 古川  康司君 石黒    勉君 尾関  正一君 

香田  研二君 藤原  研一君 梶川  久雄君 尾關實津成君 

柘植  勝介君 柴山  利彌君 道家  泰之君 星川  直志君 

杉浦  定文君 横井    登君 足立陽一郎君 入江由希子さん 

北村紀子さん 

横井  尚啓君 

宇都木  寧君 

西脇  多吉君 

岩田  滿治君 

木村  雅一君 

加藤あつこさん 

 




