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　　会　長　渡辺　雅晃　　幹　事　黒田　　一

奉仕を通じて平和を
2 0 1 2～20 1 3年度
国際ロータリー会長
田中　作次

欠席者　石井(彰）君、諏訪部（敏）君、登崎君、長田君、
　　　　野田君、花房君

出席報告

司 会

ﾛｰ ﾀ ﾘ ｰ ｿ ﾝ ｸ ﾞ

三田明宏君

｢奉仕の理想」
指揮　前田博利君

出席総数

前々回 36/50 72.00% 44/50 88.00%
47/53 88.68% 54名会員総数今 回

出 席 率 メ ー ク
ア ッ プ

修 正
出 席 率

広重版画より　三島　朝霧

第1954回例会 2012.11.1晴

クラブ臨時総会
議長　渡辺雅晃会長

会員総数の３分の１を定足数とする。出席報告による
と欠席６名の報告を受けて、定足数を満たしているた
め本総会は成立する。

議案１．次年度理事役員の指名について　　
会長一任の声があり、内部規定２－(１)により、指名
委員を現理事と遠藤正幸会員、平野晴生会員、矢野敏
夫会員３名に決定。第１回指名委員会を例会終了後開
催した。

〈協議事項〉
①楽寿園の時計について
　時計が調整中で又基礎部分が錆びついている為、撤去
　を楽寿園へお願いをする。
②10月７日(日)　見晴フェスティバルについて
　６日の準備等は見晴学園にて行う事となりました。
③10月18日(木)　米山月間について
　例会場を米山記念館にて行います。
④10月25日(木)　職場見学　職業奉仕委員会
　職場見学は会員の窪田君の会社で木材に関する勉強
　会となります。
⑤９月の予定
　９月20日　卓話　小野正博君
　９月27日　卓話　三田明宏君　　　　　　　　　　

理事会

“こんにちは、ようこそ”

松本好正君（沼津ＲＣ）

会長挨拶 会長　渡辺雅晃君

座右の銘

私の座右の銘は『身の丈を知る』です。例えば仕事でも力
量以上のことをしようとすると必ず失敗します。人との
お付き合いもそうです。レベルの違いすぎる人とつきあ
ってもぎくしゃくして上手くいきません。又話もそうで
す、付けやきばで物を言っても見抜かれてしまいます。
それは恥ずかしいことです。言い返せば人は皆謙虚であ
るべき、ということなんでしょうか。今日の小野さんの
卓話の戦争に日本が敗れた話も軍部が身の丈を知らな
かったのでは無かったんではないでしょうか。

国歌斉唱 四つのテスト ビジター
平野君
遠藤(眞)君
諏訪部(照)君

おめでとう

会員誕生日
入会記念日
奥様誕生日



語るロータリー

◆杉山史和君（長泉ＲＣ）、本日は奨学生の卓話を宜しく
お願いします。
◆渡辺（雅）君、先週末（10/13土）三嶋大社で次女加恵子
の結婚式がとり行われました。自分の子ではないよう
に美しかったです。

（週報担当：石川直樹）

遠藤（眞）君、窪田君、
関本(照)君、遠藤（武）君、
瀬川君
鈴木（郁）君、関本（照）君、
矢野君、窪田君、遠藤（正）君
花房君、西本君、田熊君、
関本（照）君、前田（博）君
佐野君、鈴木（正）君、瀬川君、
栗田君、古川君、遠藤（正）君、
澤村君

おめでとう

会員誕生日

入会記念日

奥様誕生日

結婚記念日

卓　話

見晴フェスティバル参加報告
○日　時�平成24年10月７日（日）予定10：20～14：30
　点　鐘　10時�出席者�25名
　　　　　　　（引き続きフェスティバル参加者  20名）
  小雨のため予定より開始50分、終了40分遅れ�     
 社会奉仕委員現地準備品持参９時、会員９時30分富士見
　平食堂駐車場集合乗り合わせで移動。今回は横持ち担
　当を決めず、乗り合わせかマイクロバスで横移動を依頼、
　皆早めに順調に集合した。�       
○報　告�       
　・会長は開会式と、閉会式の絵画コンクール表彰で賞
　　品授与をするため壇上に上がる。�       
　・朝の天候が不順であったため開式も遅れたが、参加
　　者も例年よりも少なめの感があった。
　・会員が協力し合って和気あいあいと運営できた。若
　　手の方々が元気はつらつでムードメーカーであった。

卓　話委員会報告

社会奉仕委員会　 委員長　鈴木正二君

〈協議事項〉
①親睦活動委員会　12月22日(土)　忘年家族例会につ
　いて会員の参加費について、
　3,000円に決定し、アトラクション等外は委員会に一
　任とした。
　　　　　　　　

卓　話

卓　話

バングラデシュの社会的背景とその実体

卓　話

小野金彌君

日本の近代史

第一次護憲運動�民衆の力が内閣を倒した最初�                        
第一次世界大戦おこる
長崎造船所 大ストライキ�                              
シベリヤ出兵
第一次世界大戦終結
 この大戦を境に太平洋をはさむ日本とアメリ      
　カが国際社会で発言力を強めることになった。
原敬政党内閣の誕生�（初の政党内閣）�                      
選挙法改正、普通選挙獲得運動（朝鮮三一独立運
　動）日本武力弾圧、その後統治方法変更�                
パリ講和条約（南洋委任統治地、青島租借権引継
　ぐ）（中国五四運動）             
砲兵工廠ストライキ�                              
国際連盟成立  常任理事国となる�                        
第一回国勢調査  日本人口7700万人�                        
経済恐慌起る�八幡製鉄所　東京市電ストライ
　キ　日本初のメーデー�                         
原敬暗殺さる ワシントン軍縮会議�日英同盟の
　解消�                  
全国水平社結成  (農民運動）�                  
関東大震災（死傷20万人焼失40万戸）
護憲三派内閣成立� (加藤高明）�           
普通選挙法（25歳以上の男子）（有権者の割合20.8
　％、それまでは5.5％）�                        
治安維持法公布　�孫文五・三〇排外運動起る�     
宇垣軍縮（大戦後不況と関東大震災の影響）
�             　　　　　 上海の反英反日デモ

           

      
金融恐慌起る 休業銀行続出　三週間モラトリ
　アム            
山東出兵（山東地方居留民保護の名目で出兵、中
　国側に5000人死傷）�                         
日本共産党大検挙�                              
普通選挙法による最初の衆議院選挙
治安維持法改正�（死刑追加）�                        
張作霖爆死事件�（於奉天）�                        
代議士労農幹部 山本宣治 右翼に刺殺される�                              
ニューヨーク株式市場大暴落、世界恐慌始まる
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大正時代
第一次世界大戦と関東大震災と民主主義活動の時代
ストライキ多発、普選法、治安維持法の成立

昭和時代
経済の不況→軍国主義→大東亜戦争→敗戦→平和
第一次世界大戦による中国進出の成功から日本は急速に
軍国主義への道を辿りはじめる�

浜口首相 東京駅で狙撃される（後死亡）�                 
昭和恐慌、金解禁実施（莫大な正貨流出を招くも
　1931再禁止） （ロンドン軍縮条約）�                    
三月事件、十月事件 （軍事政権樹立画策）�                    
満州事変起る（柳条湖事件）�                     
東北地方大凶作�                           
血盟団事件（前蔵相井上準之助、三井合名理事長
　団琢磨射殺）（井上日召と海軍士官による）�                     
五．一五事件　　    　　　　　　満州国建国
国際連盟リットン調査団来日 
国際連盟脱退�
滝川京大教授処分事件 （赤化思想）�                    
武藤山治事件（鐘紡社長、帝人事件で政財界の腐
　敗を糾弾、狙撃され死去）�                    
帝国人絹疑獄事件（大蔵官僚検挙、斉藤内閣総辞職）
美濃部達吉の天皇機関説問題化�                            
相沢三郎永田軍務局長斬殺事件             
東北凶作地の娘の身売り問題化�                            
二．二六事件（陸軍の反乱事件、将兵1485名参加、
　斉藤実、高橋是清、渡辺錠太郎暗殺、勅命で治まる） 
日独防共協定調印　　　　　　　　　西安事件�        
盧溝橋事件 日中戦争はじまる 
　　　　　　　　　　日独伊三国防共協定調印
第二次上海事件　　　　　　　中ソ不可侵条約
日中戦争に拡大（停戦の機会を失する）        
国民政府相手にせずの近衛声明�アメリカは門
　戸開放、機会均等を唱えて近衛声明に強く反発�                 
張鼓峰事件（朝鮮半島東北端で日本とソ連の紛争）
海軍海南島上陸（日本軍の南進作戦をたすける為）
�             　　　　　　日英東京会議決裂
ノモンハン事件（満州とモンゴル国境での日ソ紛争）                     
　　　　　　　　　　9/2第二次世界大戦起る
日独伊三国軍事同盟調印
北仏印進駐       
4/13日ソ中立条約（ソ連の中国援助を止めるため）
関特演（関東特別大演習）幻の対ソ戦
日本軍南部仏印進駐　米国在米日本資産凍結
英国全領土日本資産凍結　日米交渉�                          
東条内閣成立 （近衛内閣に代り）�                      
大東亜戦争始まる� 真珠湾攻撃、マレー作戦�                           
ミッドゥエイ海戦で大敗(空母4　300ｷ）                   
ドゥーリトル東京空襲�                           
ガダルカナル撤退�　アッツ島玉砕�            
サイパン玉砕　レイテ沖海戦連合艦隊壊滅�                           
フィリピン、レイテ戦闘（飛行機による特攻のはじまり）
硫黄島玉砕 東京他都市爆撃�　　ヤルタ会議  
沖縄戦敗退�   　　　　　　ドイツ無条件降伏
広島、長崎原爆投下�       　　 ポツダム会議  
ソ連参戦�                           
日本無条件降伏�                           
                           

昭５

昭６

昭７

昭９

昭10

昭11

昭12

昭13

昭14

昭15

昭16

昭17

昭18
昭19

昭20

※スマイル・会員慶事・理事会報告は次号に掲載します。


	１９５４表.pdf
	１９５４裏.pdf

