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【9 月 26 日第 1949 回例会 会長挨拶】 

昔から「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、近ごろは朝夕に窓を開けていると寒さを感じるほど涼しくなっ

て来ました。お彼岸は１年に２回あります。春の彼岸(3 月 18 日～24 日迄)、秋の彼岸(9 月 20 日～26 日迄)

です。それぞれの初日を「彼岸の入り」終日を「彼岸のあけ」その中間の日を「お中日」と言います。春分の日

と秋分の日が「お中日」に当たります。彼岸とは、あちら側、すなわち迷いの無い悟りの境地の事で、安らかな

世界に渡ったご先祖様を思い供養の日になったようです。これは日本だけの独特な行事の様です。 

彼岸のお供え物として知られる「ぼたもち」と「おはぎ」ですが、この二つの違いを知っていますか？実は、

これはおなじ物で、「ぼたもち」は春の彼岸の頃に咲く「牡丹の花」から、おはぎは秋の彼岸の頃に咲く「萩」

から「おはぎ」との由来がある様です。「秋の彼岸」この時期を彩る花の代表と言えば彼岸花です。伊賀川の堤

防にも沢山咲いております。最近ではわざわざ「彼岸花を見るためのハイキング」等もバス会社が企画をしてい

る様です。昨日テレビで豊田市の丸根町辺りを流れる逢妻女川に100万本の彼岸花が咲いて今が一番見どころ。

そんなニュースも流れておりました。毎年の事では有りますが、あの独特な赤い花を見ると夏が終わり秋が来る。

このように、自然の季節を感じながら元気で居られる事に感謝をしております。昼間はまだまだ暑く、朝晩は涼

しく、気温の差が大きな時期ですので、体調管理に十分気をつけて過ごして頂きたいと思います。 

 ｢戦後世代が語り継ぐ戦争｣ NPO 法人ブリッジ・フォー・ピース 代表理事 神直子様 

この活動を始めたきっかけは、大学生の時スタディツアーで初めてフィリピンに行き戦争の傷痕を知るという

テーマで戦争の被害者の方々にたくさん会いました。ある交流会で、始めは和やかに進んでいましたが１人の女

性が「日本人なんか見たくなかったのに何であんたはフィリピンに来たんだ」と泣きながら言われてしまいまし

た。結婚した翌年に夫を日本兵に連れて行かれ遺骨すら見つかっていないという方でした。女性の話に私たち学

生は言葉が見つかりませんでした。そしてこの出来事がブリッジ・フォー・ピースを設立するきっかけになった

のです。私は何で戦争のようなことが起きてしまうのかと純粋に疑問を持ちました。一方で戦争の加害行為への

自責の念に苦しみながら亡くなった元日本兵の方がいたと聞き、戦争で傷を負った方々が日本とフィリピンのど

ちらにもいると知りました。なぜ悲劇が起こったのか、元日本兵の方々がどんな想いで余生を過ごしているかを

知りたい。そしてその元日本兵の素顔や想いを、ぶつけるところのない怒りに渦巻くフィリピンへ、メッセージ

ビデオとして届けたいと思いました。元日本兵の方のお話を伺った時、最後に「話すことができてスッキリした」

とおっしゃっていました。戦争の話はし辛いということもあったと思います。ある方は、お孫さんに戦争の話を

すると「そんな化石みたいな話はしないで」と言われて、それ以来話せなくなっってしまったとおっしゃってい

ました。しかしその一方で、「地獄で起きたことは地獄に言ってからじゃないと話せない」と戦争のことを決し

て話さないと心に決めた方もいらっしゃいました。今までに 150 名ほどにお話を聞かせてもらい、映像に溜め

たものをフィリピンに届けるという活動をさせてもらっています。フィリピンの方々はこの映像を見て、元日本

兵の方たちが戦後どんな風に考えて生きてきたかなんて想像すらしたことがなかった、とおっしゃっていまし

た。中には、日本の方の中にも、戦争で夫を亡くした人がいるなんて思いもしなかったと言う方もいらっしゃい

ました。私たちは戦争の記憶を直接聞くことの出来る最後の世代だと思っています。これからもたくさんの方に

話を聞き、こういった活動を続けていきたいと思っています。 

 
ブリッジフォーピース代表 神様 

 
卓話：神 直子様 

 
青山会長よりお礼の言葉 

 

 

本日ビジターの皆様 

本日の卓話 「 ガバナー補佐訪問 」国際ロータリー第 2760 地区 

西三河中分区ガバナー補佐 梅村憲一君（豊田東 RC） 
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過去 3 回の修正出席率 
 8/29：96.49 9/5：98.25% 9/12：94.74%    

 

前回の卓話 
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 幹事報告 

■ クールビズは今回の例会までとします。次回の例会

からは、従来通りのネクタイとジャケットの着用を

お願いします。 

■ 9月30日(月)16時～光ヶ丘高校ＩＡＣの例会参加

と年次大会打ち合わせが行われます。山内実行委員

長、青山会長、三浦エレクト、安井青少年奉仕委員

長、梅村ＩＡＣ委員長、近藤副幹事、私畔栁の計 7

名が参加して参ります。 

■ 次週 10 月 3 日(木)はガバナー補佐訪問です。例会

終了後４階「末広」にて第４回クラブアッセンブリ

ーを開催します。出席できない委員長さんは必ず代

理出席をして頂きますようお願いします。 

■ １０月の定例理事会は、ガバナー補佐訪問のため第

２週の１０日(木)例会終了後に開催しますのでお間

違いの無いようお願いします。 

■ おかざき世界子ども美術博物館より企画展のご案内

です。各テーブルの上に有りますのでご覧になって

下さい。尚、招待券が 2 枚有りますのでご希望の方

は事務局までお申し出ください。 

 出席委員会 本日の出席率 82.14%(欠席 10 名) 
 前々回(9/12)修正出席率 94.74％(欠席 3 名) 

 ビジター報告 [岡崎 RC]4 名 [岡崎南 RC]3 名 

 ニコボックス委員会 
 青山俊次君 良い季節になりました。 

 永田和氐君 54年前の伊勢湾台風を思い出します。 

 加藤和志君 最大瞬間風速80mの猛烈な台風の中、

運を天に任せ銀婚旅行に行ってきました。石垣島サ

イコ―！ 

 岩月鋹廣君 菅生川草刈清掃お疲れ様でした。 

 林孝夫君 あづま会優勝しました。天気も良く気持

ちよくプレー出来ました。 

 長坂勲君・小木曽進君 ニコに協力します。 

 草野信隆君・林孝夫君 職業奉仕のため本日は途中

退席させていただきます。 

 坂野弘君 本日、久しぶりの写真撮影と録音をしま

す。忘れそうです。 

 米山奨学委員会 来月 10 月は米山月間です。ご協

力お願いします/小銭寄付のお願い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告：「光ヶ丘インターアクトクラブ例会参加」平成 25 年 9 月 30 日(月) IAC 委員長 梅村順一 

9 月 30 日(月)午後 4 時から光ヶ丘高校で開催された第 4 回例会に参加しまし

た。（参加者は青山会長･畔栁幹事･山内年次大会実行委員長･近藤副幹事･安井青

少年奉仕委員長･梅村 IAC 委員長）当日は点鐘から始まり、IAC の唄そして会長

挨拶のあと、ロータリアンも参加して 3 つのグループに分かれて年次大会のプ

ログラムについて話し合いました。生徒さんの活発さにふれることが出来、有

意義な会となりました。大会に向けこれからも意見交換を進めていきます。 

 

  

９月の DONATION 

 ロータリー財団 財団小銭寄付金 米山奨学会 米山小銭寄付金 ニコニコ BOX 

９月 \0 \6,341 \30,000 \3,015 \79,000 

今年度累計 \10,000 \16,524 \30,000 \14,383 \385,000 

１０月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

10/10(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 ｢砂漠の故郷と日本とロータリー｣米山学友 張 素芳(ｼﾞｬﾝ ｽ ﾌｧﾝ)様 

10/17(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館 ｢ガバナー公式訪問｣ 岡崎RC･岡崎東RC合同例会 ガバナー田中正規君 

10/24(木)12:30～ 合資会社八丁味噌 ｢職場例会｣  於：(資)八丁味噌（カクキュー） 

10/31(木) 定款第 6 条第 1 節の規定により休会です 
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他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

10 月 4 日（金） 豊田中 ルージュガーデン豊田ロビー 11:30～12:30 

10 月 4 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30 

10 月 7 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階 11:30～12:30 

10 月 8 日（火） 西尾 西尾信用金庫中央支店 2 階事務局 11:30～12:30 

10 月 14 日（月） 豊田西･豊田三好 法定休日により休会 

10 月 16 日（水） 岡崎 岡崎出雲殿 1 階ロビー 11:30～12:30 

10 月 16 日（水） 豊田東 トヨタホテルキャッスル 2 階 11:30～12:30 

10 月 21 日（月） 豊田三好 保田ヶ池センター2 階事務局 18:15～19:15 

10 月 21 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

10 月 22 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル 17:30～18:30 

10 月 25 日（金） 豊田中 ルージュガーデン豊田ロビー 11:30～12:30 

10 月 25 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 2 階 11:30～12:30 

10 月 29 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル 11:30～12:30 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 10 月 21 日（月） 名古屋 GC 
【９月定例会結果】優 勝：林 孝夫君（N68/G94） 

         準優勝：中根匡規君（N68/G100） 

ひよどり会 10 月 10 日（木） チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示 


