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野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
　桜の花も散り始め、
目にも鮮やかな新緑
の季節がやってきま

した。春の明るい光や、芽吹き始める木々の生
命力、華やかな花の色など　風光るという季
語がぴったりの季節になりました。しかし、まだ
朝晩寒いので、体調管理にご注意ください。
笹尾会員も元気なお顔で本日出席いただき
ありがとうございます。
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　新型コロナ感染者の方も、大阪府をはじめ東京都、
京都府、沖縄県が、感染が大変増加しております。また、
変異コロナウイルスも感染者が増えております。日本中
で、累積1000人以下の都道府県は、もう8か所しかご
ざいません。みなさま、お気をつけください。
　さて、ロータリーの会合は、点鐘で始まり点鐘で終わ
りますが、これは例会だけではありません。年次大会、
地区協議会、ＩＭ等ロータリーの会合はすべて同じで
す。なぜ点鐘か？ については誰も疑念を差し挟まない
ようですが、どうも点鐘は日本独特のもののようです。外
国では点鐘の代わりに“Call to Order”つまり“お静かに
願います”の発言があって例会が始まり、あるいは発言
に続くお祈りの後例会に入るというケースが多いようで
す。鐘を鳴らす場合も、食事が済んで幹事報告やスピー
チが始まる前に鳴らすのが一般的で、木槌を叩くことも
あるようです。いずれにせよ、開会閉会を鐘で告げるの
は日本だけのようです。
　ではこの鐘、いつ何処で？ というとまったく分かりま
せん。一説によると１９２０年ころ東京クラブが使った
のが始まりで、あとは右に倣ならえ になったのではな
いかと言われています。
　日本人は大体、小学校以来鐘で行動することに貫ら
されているので（現在では「鐘」のある小学校はありま
せんが）、案外ロータリーの点鐘もケジメを付ける意味
で日本人の習性にピッタシなのかもしれません。
　２０年ほど前のハリウッド映画でロータリーの例会
のシーンが出てくる作品が2本あります。2本とも、ロー
タリー クラブも好意的に描かれており、アメリカでのロ
ータリークラブの地位を感じます。
　一本は「ボディ ガード」The Bodyguard 1992 年製作
俳優ケビン・コスナーと女性歌手で俳優のホイットニー・ヒ
ューストンが共演し、大ヒットしたロマンティック・サスペン
ス映画です。ヒューストンが歌った主題歌「オールウェイズ
・ラヴ・ユー」は、全世界で 4,2 00 万枚を売り上げる大ヒッ
トを記録しました。130分の上映時間の終盤、ヒューストン
の歌う「オールウェイズ・ラヴ・ユー」にのせて、ボディーガ
ードの新しい職場はロータリークラブの地区大会でしょう

か？大きな大会の片隅で目立たないように警護しているシ
ーンです。この映画は残念ながら、2012 年 2 月にホイット
ニー・ヒューストンさんは突然亡くなりました。
　2本は、「キャッチミー イフ ユー キャン」Catch Me If 
You Can 2002年製作のアメリカ映画。実在の詐欺師、フラ
ンク・アバグネイル Jr の自伝小説『世界をだました男』を
元に作成された映画。ヒット・メーカー、スティーヴン・スピ
ルバーグ監督がハリウッドのトップ・スター、レオナルド・デ
ィカプリオとトム・ハンクスの2 人を 起用して撮り上げた実
録犯罪コメディです。ロータリークラブが登場するのは、主
人公が逮捕される 6年前です。
父親は文房具店を経営する真面目なロータリアンで、夜間
例会で表彰されるために妻と子供（主人公）を同伴して出
席します。主人公が犯罪を起こす前の穏やかな家庭が描
かれております。場所はニューヨーク州のニューロシェル 
RC で実在するクラブです。
　2本とも、点鐘のシーンはないか興味のある方は機会が
ございましたら、鑑賞してください。
ご清聴ありがとうございます。

テーマ「世界の転換点」 未　定
鯖江商工会議所

会頭  黒田  一郎   様

注：4月23日健康診断は、12時から

未　定

帰山　明朗　次年度会長
　3月20日に次年度会長・会長
エレクトのオンライン研修が行
われました。次年度RI会長は、
インドのカルカッタ、マハナガル

RC『シェカール・メータ氏』です。当2650地区ガバナー
は、京都西RC『番場益弘氏』が就任され、先日地区大会
の中でバッジの交換もされています。プロフィール等は
お手元の資料をご確認ください。当クラブへの公式ガバ
ナー訪問予定日は8月20日(金)です。
　IMは、11月28日(日)13：00より開催される予定です。
ホストクラブは、福井南RCで、詳細は後日という事です。
　次年度が近づいて、皆様にご相談する事も多くなると
思いますが、どうぞお力添えいただきますようよろしくお
願い致します。
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私の入院に多額のお見舞金をいただきありがとうございました。今日から出席しますのでよろしくお願いします

幹　事　報　告
瀧ヶ花　秀晃　幹事
・4月4日(日)に京都ホテルオークラに於いて地区大会
が開催されました。コロナ禍でありますので、当クラブ
からはどなたも京都へ行きま
せんでした。9名の会員の皆
様と一緒に鯖江商工会議所
１階でオンライン視聴を12時
25分から3時間程行いました。
オンライン視聴をされた皆様
方には、メーキャップ扱いとさせていただきます。
・4月23日(金)第4例会前に馬場医院による健康診断

を開催いたします。内容は、尿検査・血液検査・血圧測定です。名前と年齢が必
要ですので、事務局の方へ出欠のお返事をお願いします。
・来週第3例会のクラブ協議会は、年間カレンダーで予定しておりましたが、コ
ロナ禍という事もありますし、活動も活発に行われていませんので、今回も中止
とさせていただきます。

梅田　吉臣　プログラム委員長
　本日は、「世界の転換点」という大きな題目で、齋藤
先生から卓話をしていただくことになりました。ご無
理を言いましたが、どうぞよろしくお願いします。
卓話者　齋藤　多久馬　会員
テーマ　「世界の転換点」
　2020年は大変な年でした。多くの問題点は2021
年に引き継がれていています。北朝鮮は核ミサイル
開発に血道を上げ、日本を射程に入れていますし、中
国は日本の尖閣諸島領海に海警局の軍艦を連日侵
入させ、中国領土だと主張し続けています。根拠は勝
手に引いた、第1列島線にあり、この内側は中国領だ

としているようです。困ったことに第1列島線は尖閣・沖縄から九州にまで達し
ていますし、第2列島線に至っては、その線は大阪に突き刺さっており、関西
以西は中国の領土だと思って居るようで、許しがたいにも拘らず、日本には危
機感が感じられません。
　その理由は、「戦争に負けたのは、戦争をしたからだ」と戦争を反省をし、栃
木県の国会議員に至っては、「敵が攻めてきたら白旗を掲げればよい」と公言
する始末です。北朝鮮・中国は、第二次世界大戦後も戦争を実行しています
ので、世界は決して平和とは言えない状態が続いているのです。
　国際紛争には多くの怪しい影が付きまといます。太平洋戦争には日米を闘
わせようとするソ連のスパイが暗躍し、日本ではゾルゲ事件があり、アメリカ
では開戦の切欠を作った「ハルノート」の草案を、ソ連のスパイである、ハリー
・D・ホワイトが作成したことが知られています。
　日本を占領したGHQは、英語に堪能な5,100人の日本人を雇用して、全出
版物だけでなく個人の手紙まで検閲させ、言論統制を行いました。この現実
は江藤淳の『閉ざされた言語空間』で明らかにされたのですが、占領が終結し
ても、この情報検閲に従事していた日本人は大学･マスコミ･日教組などに入
り込み、「それはなりません」と自主規制を続け、過去の日本を全て悪として否
定する、自虐史観の徹底に励んでいます。
　1967-’69、アメリカに留学した時、戦前の日本と比較して、アメリカが自由
の国であることを実感すると共に、「何だ！これは戦前の日本と同じじゃない
か」と思うことも多々ありました。戦後教えられた民主主義が、本場アメリカの
民主主義とは異質のものであることを知ったのです。
　1967-'69年はベトナム戦争の最中で、月面着陸と言う輝かしい栄光と、キ
ング牧師の暗殺とケネディ上院議員暗殺にも遭遇し、全米で半旗が掲げられ
ました。
　テキサスには“Texas独立戦争”の場「アラモノ砦」があります。1,600人のメ

キシコ軍と200のTexas兵が戦い、玉砕した場所で、その独立精神は“
Remember the Alamo” として記憶され、アメリカの士官学校生が隊列を組ん
で参拝に訪れる聖地となっています。館内は見学者を含め、全員脱帽、写真
撮影禁止です。独立心は聖なる精神なのです
　日本に帰った時、戦後の民主主義、1960年安保闘争が形を変えたような、
学園紛争の傷跡が残っていました。
　私の専門は自然科学で、真理探究が任務ですので、学術会議の混乱のよう
なことは別として、政治の世界や、社会思想からは独立しています。そうして、
その真理を求める姿は、農村に宿る精神、神･祖先(先輩)への畏敬･独立自尊
の精神と共通しているように思います。農業は生命(宇宙原理)産業ですので、
自然の原理を受け入れ、勤勉労働･独立自尊･共同の精神で、家族･社会をま
もります。労働の結果生みだされた田畑（荘園）は子孫へと相続されます。これ
を維持するには、家庭での子育が基盤になります。28億年続いている有性生
殖による生命体進化の原理を無視しては、農村の継承も、国家の繁栄も成り
立たないのです。
　最近、リベラルという思想が蔓延して、ジェンダー・
フリー、LGBTが理想とされているようですが、宇宙原
理で導かれた有性生殖を否定しては、生命体の存続
は難しくなってしまいます。またリベラルという意味
は、本来、自由主義であったのに、最近では共産党が
リベラルを表明する異常な事態にもなっています。
　最近、『目に見えぬ侵略』『見えない手』という本が出て、中国が、世界の民
主国を共産化する極めて怪しげな侵略行為を実行していると、例を挙げて指
摘しています。つまり日本にも侵略の危機が及んでいるというのです。危険が
無いという日本人の理由に、日米安全保障条約が有るからとする人、戦争放
棄の憲法が有るからとする人、国連が平和への努力をして居るからとする人
がおる一方、危険があるという人の中には、日米安全保障条約が有るから危
険だと答えた人さえ居るのが現状です。
　世界の自由主義国の同盟関係は第二次大戦時から大きく変わりました。第
二次世界大戦で自由主義の同盟国であったロシア・中国は、現在の冷戦・新
冷戦の世界では自由主義に対立する、全体主義国家と位置付けられるように
なり、戦前、自由主義と対立する存在とされた日独は自由主義陣営に地位を
占めているのです。それにもかかわらず、日本には、自虐史観で、自国を悪い・
劣った国として、日本を貶めたい人が存在するのですが、現実には、2位から3
位に落ちたとはいえ、日本は経済大国であることは事実ですし、2001年以降
のノーベル賞者の数を見ても、アメリカが1位（72人）で、日本は何と世界の2
位（18人）なのです。この日本が消えてしまう事が無いように祈っています。

　　

齋藤 多久馬  会員 「世 界 の 転 換 点」


