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次回例会 2006 年 5 月 24 日  

（第 2215 回） 
 

「現代歯科四方山ばなし」   
横山 正憲 会員 

 
例会担当：米山奨学委員会 

本日例会 2006 年 5 月 17 日 

（第 2214 回） 
 

１． 「 新入会員挨拶 」  
三浦 雅裕 会員 

２．「ローターアクトについて」 
例会担当：ローターアクト委員会 

ロータリー世界平和フェローは、世界平和のために研究と活動を続けています 

 
 

本日のランチタイムのピアノ演奏曲目 

1．アルディラ （映画音楽）  2．エストレリータ（映画音楽）  3．イパネマの娘（ボサノバ） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
前回例会（2213回）5/10の主な内容 

 
ビジター紹介         （親睦活動委員会） 
（ＩＭ第3組）次年度ガバナー補佐 
金森 市造氏                （くずはＲＣ） 

  一年間よろしくお願い致します。 
 

会長の時間 「展覧会隆盛、だが・・・」 
 
会長 三浦 俊造  

今月 20 日に行う親睦日帰り旅行の中の１ツ、鳴門の大塚美術
館への鑑賞を楽しみにしている１人ですが、今日は美術館につ
いて少しお話します。 
世界の美術情報誌「ジ・アート」は、2005年に於ける１日の展覧
会入場者数の“ベスト10”を発表。内容は、日本の展覧会場での
入場者数が世界のトップクラスにあって、ベスト10の半数を占め
ている、という事でした。 
 例えば「北斎展」が１日9000人以上、次に「唐招提寺展」「ル
ーブル美術館展」「ゴッホ展」「正倉院展」等が続いております。 
 しかし、驚いた事に一方では閉館の止むなきに至っている美術
館が相次いでいるのだそうです。 

 
  
欧米では、美術館の閉館はごく稀で、従って彼らは、“日本は美

術を大切にしない”という印象があったようです。有名な大型展
の場合は良いのですが、多くの美術館は入場者不足に悩まされて
いる、という現状が初めて知りました。 
入場者数の多い少ないばかりを重視するならば、いつかはまた変
な抽象が、１人歩きする事でしょう。美術館よ頑張れ！ 私の此
度の入場料が経費の一助と会館の維持に繋がればよいのだが・・・ 
 
◎ 新入会員のご紹介           （三浦 会長） 

友永 三
み

湯
ゆ

紀
き

氏（1948 年 11 月 8 日生） 
事業所：守口ロイヤルパインズホテル支配人 職業分類：ホテル 
 
幹事報告                          （篠﨑 幹事） 
◇ 新しく入会された友永三湯紀会員には、親睦活動委員会に所

属していただきます。 
◇ 例会後クラブ協議会並びに理事会が開催されます。 
◇  第 2660 地 区 主 催 講 演 会 のご案 内  

日時：平成18年6月26日午後1時～3時 
場所：大阪国際会議場【12階特別会議場】 
内容：第一部 基調講演【60分】 

         高市早苗衆議院議員【40分】 
         ダニエル・ラッセル米国総領事【20分】 

第二部 パネルディスカッション【50分】 

出 席 報 告 

例会日       出席    欠席          出席率 

 

5 月 10 日      ３２     １３     71.11％（ 58 名中 13 名免除）  

4 月 19 日      ３７     免除会員出席 8名メークアップ 4名（82.22％） 



 

 
 
 
 

卓  話  
「戦後６０年のドイツ 

の歩み：第２報」 
 

熊澤 忠躬会員 

 
 
Ⅰ） 第１報のまとめ 
「戦後60年ドイツはどうなっているのか？」 
① 日本より確実に安定していて戦争の不安がなく住みやすい。 

近隣諸国から信頼されている。 
② その理由 一言でいえば戦後ドイツの外交の成果といえる。 

１．1945年の敗戦の日より「この日をナチス・ドイツからの圧
政からの開放･民主国家の始まり」と位置づけ、憲法、国旗、
国歌を変えて新しく出発した。歴代首相が近隣諸国に謝罪と保
障を営々 とかさね、信頼を得ない限りドイツは生き残れないと
の状況認識を国民全部にもたせた。 

 ２．1950 年フランスと共にＥＵを創立し、ＥＵ内の安全保障、
不戦機構、社会政策の一本化、ＥＵ内の人、物、金の自由な交
流に成功した。 

 
Ⅱ）日本とドイツの相違点 
 この主題に対して私の友人、ベーリンガーインゲルハイムの日本
営業責任者トーマス・クーナー氏に日本語での講演を予定していた
が、急にドイツ出張とのことで次回を依頼された。私はロータリア
ンとして，原則的に政治、経済、宗教に言及しない事にしているの
で資料について述べます。 
１． ＡＰＥＣでの小泉首相の演説 朝日2005年11月19日 釜山 

今日の平和は先の戦争での多くの犠牲者の上に出来たものだ
から、戦没者には哀悼の意を捧げ、不戦を誓うために靖国神社
に参詣している。日本はこうした努力で戦後60年、一発のピ
ストルも撃たず、一人も殺していない。この発言以来、国内外
から目立った反論も起きていない。この5月5日の朝日に「4
月の米中首脳会議で靖国問題などの日中の案件は全く議題に
されなかった。これは、中国側が事前に不利を察して取り下げ
たと推察する」と記している。恐らく小泉首相の穀然とした発
言が影響していると察する。しかし、9月以降、後任首相が決
まる時点で争論の中心議題になるのは必須だと思うので、ドイ
ツでの戦没者慰霊のエピソードを紹介する。 

２． ドイツ各首相の対応 
１）ニュールンベルグの裁判は「平和に対する罪、人道に対する

罪」が主題でヒトラーを中心にするナチスが裁かれ、現在の
ドイツとは異なると自己主張ができた。 

 ２）東京裁判は戦争主導者の罪が主題で過去との決別が曖昧のま
ま60年が経過し、事ある毎に巨額の保障を続け、自己満足
していたが被害者のけじめにならず、攻撃の口実にされた。 

3）第二次大戦後、ドイツは米英仏の軍政下に立たされ、対ソ連
攻撃の矢面にあった。こうした情勢下ですべて寛大に見られ
た。日本は米国との間だけに個別な安保条約を結び、米国主
導の立場を保持した。中国、韓国、北朝鮮が反米の立場をと
れば、反日の行動をとり易くなる。 

             （仲  朝日 2005年5月15日） 
４）1985年 コール西独首相が戦後40周年記念して、レーガ

ン米首を誘い、戦没者2000名の眠るビットブルグ英霊基地
を訪問した。ここに49名のナチス新鋭隊員も葬られていて
ユダヤ人の反戦論者から猛烈な反対を受けたが押し切って
挙行し、その勇気と決断は語り草になっている。 

５） 2000年 仏シラク大統領はノルマンデー上陸60周年記念
式典に、敗戦国ドイツのシュレーダー首相を招待したが、こ
の基地にドイツ兵がまつられているとの理由で戦勝国に配
慮して素通りした。早速ドイツ与野党、各界から愛国心の欠 

如と非難され、戦勝国からも不評をかった。国の為、命を捧げ 
た兵士達に、国を超えて丁重に扱うのが常識とされている。 

（クラウン孝子  産経2005年7月10日） 
6）ドイツ民族学で有名な坂井教授（元関西医大ドイツ語学教授）の

意見  日本の場合慰霊碑は無く、神社という宗教がからんでく
るのでややこしくなる。神道は英雄崇拝、祖先崇拝、自然霊崇拝
という原始宗教に他ならない。それ故に日本人はどの神社でも寺
院でもお構いなしに参拝する。これは外国人には理解し難い。 

  又、神道はその頂点として伊勢神宮があり、これが皇室に結び
つくので日本人は皇室に対して批判する言論の自由はない。 

 ドイツではブラント首相がポーランドで戦死者の慰霊碑の前で
深く跪き許しを乞い、好感をもって受け入れられた。小泉首相も
中国、韓国に行き戦没者の前で謝罪すれば靖国参拝の非難はうけ
ないであろう。ただし、東洋では欧州と文化の違いがあるので、
欧州の様に好意的にとられるかどうか疑問がある。 

 私の意見は他人に理解されるかどうか分からないので意見を控
えています。                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☆ 5 月度 結婚記念日：8 名 誕生日：3 名 

 
2006年4月～07年3月米山カウンセラー委嘱状 
菅野忠彰会員へ沈 静さんのカウンセラー委嘱 

 
委員会報告           

親睦活動委員会               （石橋委員長） 
○ 春の日帰り旅行のご案内 

日 程：5月20日(土)8：00集合・出発 
場 所：淡路・鳴戸方面 
会 費：会 員10,000円 家 族 8,000円 
申込み：5月17日までに事務局へ 

◇◇◇理事会だより◇◇◇ 
第14回理事会 

日時・場所：5月10日(水)14：30～2Ｆ「クラウン」出席者11名 
議 題： 1）甲田会員退会の件・・・承認 

          2）地域功労表彰の件 
          3）AEDトレーナー寄贈の件・・・承認 
          4）記念基金のあり方について 
          5）ＲＣ石碑の清掃につて 

 
◇◇◇クラブ協議会だより◇◇◇ 

              第5回クラブ協議会 
日時・場所： 5月10日(水)13：30～2F「クラウン」出席者12名 

議 題： 1）会長挨拶 
          2）事業報告の提出 
          3）各委員会の現状並びに予定の報告 

 

 

石橋 会員  ①阪口会員ご迷惑をおかけしお詫び
申し上げます。 

           ②日帰り旅行ご参加お願いします。 
ゴルフ同好会 去る４月２７日好天に恵まれ, 

コンペ無事終了しました。 
三浦 会員  金森次年度ガバナー補佐をお迎

えして。 
白井 会員  金森次年度ガバナー補佐をお迎

えして。 
石井 会員  ４月末のゴルフ同好会並びに懇

親会では関係の皆様にお世話
になりました。 

篠﨑 会員  先日のゴルフ同好会で坂本会員、
宮内会員に大変お世話になりま
した。  

 
５/10結婚・誕生ニコニコBOX累計 1,,130,,000円 


