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■ 会 長 報 告            江﨑 直利君 

今日は遅刻をして

しまいました 

申し訳ありません 

さてオリンピック

の思い出をお話し

て挨拶に代えます 

昭和を代表する映

像に皇太子のご成婚パレードや東京オリンピッ

クの開会式があります 

我が家には子供の頃その国立競技場で撮影した

開会式の写真があります 

ずっと歴史的瞬間に居たという多少自慢めいた

気持ちでした 

この間父に改めて聞いたところ、前日の開会式の 

練習日に撮影したものらしく本番の選手入場や

聖火ランナーの瞬間を見たわけではない事がわ

かりました 

なんだか複雑でしたが、それもいい思い出となり

ました 

■ 幹 事 報 告             桑原 茂君 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

10月米山月間資料のご案内が届きました。 

■ 出 席 報 告           古川 賢吾君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

41／48 85.42％ 44／48 91.67％ 
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 (１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○伊藤彰君 ○梅島君 ○加藤君 ○中村君 

○内藤君 川口君 佐野君 

（２)メークアップ者  

加藤 智之君（島田） 伊藤 恒夫君（藤枝） 

小林 正敏君（藤枝） 伊藤 彰彦君（藤枝） 

杉浦 聡君（藤枝） 梅島 純夫君（藤枝） 

早川 清人君（藤枝） 

■ スマイル B O X          加藤 智之君 

・100％出席の梨！！おいしかったです。ありがとう 

ございました。入会して 14 年目ですが、メー 

キャップを上手に使って、出席通算 100％を尚、 

現在も維持できているのは誰のおかげでしょう 

か？私の真面目さがちゃんと出ている現れです。 

皆さんも頑張って下さい。 カルロス 飯田君 

・100％出席のお祝いありがとうございました。 

早川 清人君 

・先週は 100％出席の梨をありがとうございました。 

渡邊 次男君 

・皆出席記念品ありがとうございました。今年も 

楽しく出席します。      松浦 正秋君 

・皆勤賞の梨ありがとうございました。今年も 

100％目指して頑張ります。   鈴木 健夫君 

・皆出席のプレゼントありがとうございます。 

望月 誠君 

・100％出席の梨ありがとうございました。今年 

 一番の瑞々しい梨でした。    杉浦 聡君 

・皆出席のプレゼントありがとうございました。 

おいしくいただきました。   稲葉 俊英君 

・100％プレゼントありがとうございました。 

村松 章隆君 

・皆勤賞のプレゼントありがとう。おいしくいた 

だきました。         玉木 末雄君 

・100％出席の御祝いありがとうございました。 

小林 正敏君 

・皆出席の梨、大きくとても美味しくいただき 

ました。ありがとう。     朝比奈 潔君 

・100％出席のおいしい梨をありがとうござい 

ました。これからも何とか続けていきたいと思い 

ますので、よろしくお願いします。山田 壽久君 

・江﨑哀調の腕のギブスが取れました。何だか 

うれしいです。         桑原 茂君 

スマイル累計額  １９１，０００円 

 

■ 会 員 卓 話                   

 

 

 内山 淑夫君 

 

 

 

 

8月の 26日土曜日から 29日火曜日まで、いわゆる

弾丸ツア－ということで、極東ロシアのウラジオ

ストックとハバロフスクまで行ってまいりました。

このたびの主な目的は、終戦の後にシベリアに

抑留された 57 万人のうち亡くなられた約 5.5 万人

の御霊に祈りを捧げることでした。 

 

今こうして地図を眺めると、まさに北朝鮮・中国と

隣り合わせで存在するエリアです。ウラジオストック

はのどから手が出るくらいに欲しかった港です

から、形も飛び出た手のように見えます。 

中国には朝鮮族自治区がありますしウラジオでの

労働者は北朝鮮からの

出稼ぎが大変多く農場

や工場では彼ら抜きで

は経済が進まないとの

ことです。現在の北朝鮮

問題を考えるに、何故中

国・ロシアは歯切れが悪

いのか、地図を見ても判

ります。 

 

さて、私たちは土曜日の午後に成田を飛び立ち

約 3時間でウラジオストックに到着します。判って

いたこととは言え、体制も思考も違う異国にたった

の３時間。ところが入国の手続きに膨大な時間が

かかり軽く１時間。窓口の職員の笑顔一つ無い

対応と、じらすようにゆっくりした手続きは、

私をして十分にいらだたせるに足るものでした。

恐るべし、ロシアン。 

 

この４日間のスケジュ－ルですが、土曜日の昼に

成田を出て夕方にはウラジオに入り、夕食をロシア

料理店で取ってからホテル入り。２日目は貸し切り

バスにて市内観光。軍港ですから、港の軍艦を

見たり潜水艦を見たり山の上の要塞の大砲を

見たり、戦車を見たり、ここで私は突然切れまくり、

こんなものはもういいからス－パ－マ－ケットへ
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連れて行け、わしゃ庶民の生活を見たいんだと

ガイド様に申し上げました。 

 

ウラジオ一日観光の後は夜９時には憧れのシベ

リア鉄道に乗り込み、翌朝８時まで約１１時間の

鉄道の旅、目的地はハバロフスクです。ウラジオで

ホテル、鉄道で１泊、ハバロフスクでホテルという

３泊です。 

このシベリア鉄道と言えば五木寛之のデビュ－作

『さらばモスクワ愚連隊』を読んでほろ苦い青春の

代名詞のようなイメージを持っていました。実際は

かなり老朽化した鉄道で、不便この上なく、数日も

乗るようであれば気が狂うのではないかと思い

ました。何処までも続く暗く沈んだ殺風景な車窓を

眺めていたら私も革命戦士に立候補したくなり

ました。 

 

さて、ハバロフスクに朝の 8時過ぎについた私たち

は駅からバスに乗り込みいよいよ目的地に向かい

ます。 

市内中心部から車で約２０分の所に、１９９５年

９月に厚生省によって建てられたシベリヤ戦没者

慰霊碑と太平洋戦争戦没者慰霊協会の建設した

平和慰霊公苑があります。現地に着きますとお若い

ふたりの女性が花輪や花束を用意して待っていて

くれました。現地のお花屋さんだそうです。 

お花を預かりモニュメントにお線香を立て渕脇

会長がご挨拶を述べましたが、聞き入る私どもは

ただひたすら安らかにお眠り下さいと頭を垂れる

のみでした。その後、市内の共同墓地に出向き、

その一角にひっそりとたたずむ日本人共同墓地

にてもお線香をあげてまいりました。 

 

お題は変わります。旅行の行く先々で食べるお料理

は何よりの楽しみです。思わぬ食材を見たりおそる

おそる口に入れて思わぬ旨さだったり。今回の

旅行では夜は全てロシア料理、昼の 2日間は韓国

料理と中華料理というセットでした。 

初日にウラジオで食べたロシア料理は、若い人に

はやっているというおしゃれなレストランでした。

トマトぶつ切り生野菜、ボルシチ、ホタテの炒め物、

餃子、焼きチーズのデザ－トでした。野菜は種類も

量も少なく貴重品ですからほんの僅かという印象

でした。ボルシチは赤カブで作ってありますから

さっぱりしたさらさらのス－プ、しかも生ぬるい。

お隣の飯田さんが熱々ならなぁ－と叫んでいた

のが皆の気持ち。ガイドのお姉さんが付け合わせと

言って真っ白くてロールしたものと赤っぽい

ものを紹介してくれました。白いのは漬け物です

から酸っぱいですとのこと。食べてみると豚の

脂身を発酵させてスライスしたものでした。さら

さらのボルシチの付け合わせです。つぎ、いきます。

ロシアで餃子かと思っていると小籠包をグチャと

平たく押しつぶしたようなものがクリ－ムシチュ－

のようなたれをかけて登場。割ってみるとクリ－ム

シチュ－の具のようなものがどろっと出てきて、

ハイ、降参。味がないんです。塩気も少なくスパ

イスのパンチもない。お隣の初亀さんが嫌な顔を

しても、私はひたすら塩と胡椒をかけ続ける始末。

極めつけは焼きチ－ズ。少しナイフを当てただけで

ぼろぼろに崩れ口に運ぶと何とも言えないもの

でした。 

 

極東ロシアは町に飾り気や華やかさがなく、質実

剛健という町のイメージでした。これはロシア人に

対するイメージとダブります。一番過ごしやすい

時期にいったのですから、その他の季節は厳しい

ものだろうと想像できます。この地に生きる彼ら

には私らには無いどっしりしたものを感じて

弾丸ツア－の帰路につきました。 
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■ 今週の一言         森竹 正晃君 

 

 

 

 

 

 

 

なんだか 嬉しい事 と お題目を頂きましたが 

ロータリーの中で嬉しい事は、数多くございます。 

その中で一番嬉しい事を、お話します。 

 

自分の紹介者（内山さん）の話を聞くことの出来る

場が、一番嬉しく感じております。 

 

いつもの調子ですと、ちょっと“デタラメ感”が

ございます。 

今日は、楽しい時間を過ごせるので、ロータリーで

一番嬉しい日でございます。 

 

今週の一言でございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

9/29(金) 

第 1244 回 
早朝例会①  

10/6(金) 

第 1245 回 

社会奉仕委員会 

担当 
理事会 

10/13(金) 

第 1246回 
会員卓話  

10/20(金) 

第 1247 回 
ガバナー補佐訪問  

■ 今週のこの人         杉浦 聡君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富澤 静雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉浦君) 

スマホ猛勉強中！ 


