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次に本論文を原文のまま御紹介致します。

※出席報告
会員数
３１名

出席者数
２７名

出席率
84.00 ％

例会の記録

前回修正
100 ％

パスト会長の時間
『フォークデュオ「ゆず」の
一歌曲を聴いて』
守屋昭夫パスト会長
「ゆず」の歌を聴いたことのな
い方が、この皆様の中にいらっし
ゃいますか。いやこの質問は実
は全く逆でした。「ゆず」を知らな
かった方は？と聞くべきでした。
私が如何にこの日本の社会から
取り残されていたかをつくづくと思い知らされました。
知らぬが佛とは･･･知らなかったのは実は私一人でした？
私が「ゆず」を知ったのは、１０日程前、私の愛読書
「明日への選択」（月刊の小冊子）５月号でした。約 20
年前からの付き合いですが、あえて言うなら今、世に
いう右寄りの情報誌（シンクタンクの研究所発行）の中
の一小評論です。
一寸気をそそられたので、そのテーマになっている
「ゆず」の新曲「ガイコクジンノトモダチ」について自由
に歌わせないのは誰？という副題もあったので、まず
は一曲ＣＤをお聴き下さい。

最近、ゆずの歌の歌詞が話題になっている。柑橘
類の柚子について歌った曲ではない。「ゆず」というの
は人気フォークデュオ。アテネ五輪で体操男子団体
が二十八年ぶりに金メダルを獲得した時、ＮＨＫアナ
ウンサーが「伸身の新月面が描く放物線は栄光への
架け橋だ！」と実況して、一気に有名になった「栄光
への架け橋」の歌手だ。
そのゆずの新曲「ガイコクジンノトモダチ」の歌詞の
中にこんな言葉が出てくる（著作権の問題があるので
要約）。
「外国人の友達ができて、その友達に君は日本の
どこが好きかと訊かれた。でも考えてみたら日本人で
ある自分の方が日本について知らないことばかりで
は？」
マジメな、もっと言えばありきたりな内容とも言える
が、日本という国への関心を歌詞にする時点で、左翼
のアレルギー反応を引き出すらしい。
さらに、君が代や日の丸が戦後の本では敵視、もし
くは蔑ろにされてきた現状を「国歌はこっそり歌わない
とね」「国旗はタンスの奥にしまっておこう」と皮肉るよ
うに軽妙に歌い上げると、「これはやっぱり右翼の洗
脳ソングだ」とレッテル貼りが始まり、最後に「美しい日
本」「靖国の桜がキレイ」などというフレーズが続くと、
「ネトサヨ」たちの狂ったような怒りは沸点に達した。
いわく、「『政治的』とも捉えられるフレーズが」頻出す
る歌詞に、『こういう思想の持ち主だったの？』などと
困惑するユーザーが相次いでいる」（Ｊ-CAST ﾆｭｰｽ）
どこが政治的なのか、こういう思想とはどういう思想
なのか、最初から「右寄り」と決めつけるネトサヨの常
套手段がここにも現れている。
そもそも、ミュージシャンの歌が政治的だと非難され
ることはこれまでもあった。ザ・イエロー・モンキーが紅
白で歌った「ＪＡＭ」の「（事故の）乗客の中に日本人は
いませんでした」とアナウンサーが連呼するという歌詞

が日本人だけ助かればそれでいいのか的な意図だと
非難を受けたり、サザンの「ピースとハイライト」が反日
反戦ソングと非難されたり、忌野清志郎が「君が代」を
ロック調に歌った時も、左翼は当然それをよしとし、自
由に歌えないのはおかしいと言ってきたはずだ。
だが、「たかが歌」だ。ゆずの北川自身も「文章にし
て読み上げるとかなり危険そうな内容も、ポップソング
にしちゃえば何だって歌にできるな、と思って書いて
みた」と言う。イエモンやサザンについても同じことが
言える。
あくまで個人的見解だが彼らの歌で彼らの思想を決
めつけることはできない。左翼があがめる忌野清志郎
だって、「北朝鮮であそぼ 楽しい北朝鮮 金正日
金 金 金賢姫 『お～い！金』って呼べばみんなが
振り向く♪」なんて、取りようによっては北をおちょくり
まくりの曲（『あこがれの北朝鮮』）も歌っているのだ。
そもそも、ゆずの歌を右寄りと批判するなら、八十八ケ
所巡礼の「日本」とかＲ指定の「愛国革命」とか若者に
人気のロックバンドの曲にもっと過激なのがあるが、い
ちいち保守的でけしからんとか、愛国的ですばらしい
とか誰も言わないだろう。（そもそも誰も知らないのか
もしれないが）国民的人気があり、影響力のあるゆず
が、愛国的な歌詞を語るのが許せないだけなのだ。
ロックもフォークも若者文化はすべて反戦、反原発、
反政府でなければって、本当に化石的発想である。
－「明日への選択」（月刊の小冊子）５月号より抜粋－

・６月５日（火）
東武サロンで調理して頂き皆様に御提供。
その後、順調ならば６月中～下旬に残りを全部
掘り上げてこども食堂へ寄贈予定。
皆様の御協力をお願い致します。

青少年交換留学生
第２５７０地区青少年奉仕部門青少年交換委員会
中島洋志様（所沢東ＲＣ）
次年度の交換留学生として藤井さんがフランス
へ留学することが決定しました。
また、フランスからはシャンタル・ジャンヌさんという
女性が狭山中央ＲＣを頼って来ますので、是非皆
さんで面倒を見て頂きたいと思います。宜しくお願
い致します。
青少年交換留学生 藤井直視様
皆さん、こんにちは。第４８期フランス派遣生の藤
井直視です。この度は狭山中央ＲＣさんにスポン
サークラブになっていただいて本当に有難うござ
います。私は西武文理高校の３年生です。フラン
スに行く事になってフランス語を勉強しています。
一年間頑張るので宜しくお願い致します。

さて、ロータリーのように品の良いクラブで御紹介す
るには一寸気が引けるのですが、時には変わったも
のを聴くのも、あるいは世のためになるかも知れませ
ん。
例会で声高らかに君が代を歌うのも、国旗を掲げて礼
が出来るのもロータリーがあってこそ有難いことです。
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社会奉仕委員会
栗原成實会員
・６月４日（月） 13：00～
ジャガイモの試し堀り
都合の付く方は栗原成實会員宅に集合
３０株、５０ｋｇの予定

『地獄からの生還』
高田 虎光 会員
一昨年の９月に頚椎の手術を
しましたが、半年ほどしてから
段々と呼吸が苦しくなり、体調が
思わしくなくなって、ある日救急
車で病院に運ばれました。ＭＲＩ
を撮ったところ、急性肺血栓塞
栓症（エコノミークラス症候群）と診断されました。これ
は肺の血管が急に詰まる怖い病気です。エコノミー症
候群とは急に呼吸困難やショックを起こし、ときには亡
くなる事もあって、これまで健康だった人が突然死を
起こす病気の一つとしてご存じの方も多いと思いま
す。
急に命に関る大きな発作が生じる循環器の病気とし
て欧米では急性心筋梗塞賞、大動脈瘤／大動脈解
離、急性肺血栓塞栓症が有名です。
わが国の急性心筋梗塞の発症率は年間に１０万人あ
たり約３人程度と報告されていますが、決して少ない
数字ではありません。

急性肺血栓塞栓症の原因
１）静脈の血管が傷ついた場合
２）静脈の血液の流れがよどんでいる場合
３）血液が固まりやすい体質を持っている場合
急性肺血栓塞栓症の症状
ある程度以上の大きさの血栓が肺動脈を閉塞すると、
突然呼吸困難が生じます。呼吸をしていても実は窒
息状態なっているのです。非常に大きな血栓の場合
は失神やショックを起こします。８０％程度は主な症状
が突発性の呼吸困難です。
急性肺血栓塞栓症の予防
現在、医療の現場で急性肺血栓塞栓症について
一番問題となっているのは、手術やカルーテルなど
医療行為に関して発症する急性肺血栓塞栓症をい
かに予防するかということです。産科や整形外科手術
で比較的多い傾向がみられます。また、術後の急性
肺血栓塞栓症は死亡率が高い（３０％程度）とされて
います。
被災地などでの肺血栓症を防ぎ、二次的な健康被
害を防止するには、定期的に散歩や脚の運動を行い、
水分摂取をまめに行う事です。危険性が高い場合に
は弾性ストッキングの装着がすすめられています。男
性よりも女性の方が発症率が高いので気を付けてく
ださい。

地区青少年交換委員会委員 中島洋志様
第４期交換学生 藤井直視さんがお世話に
なります。
藤井俊一様 娘、直視がお世話になります。今後とも
宜しくお願い致します。
益子君 会長の時間の守屋Ｐ会長、会員卓話の高田
会員、楽しみにしていました。宜しくお願い
します。青少年交換留学生の藤井様、お父様、
地区委員 中島様、大河内様、西武文理高
校 四十万先生、ようこそいらっしゃいまし
た。
浜野君 交換留学生 藤井様、お父様、地区青少年
奉仕部門 中島様、西武文理 四十万先生
ようこそお越し下さいました。Ｐ会長の時間
守屋先生、宜しくお願い致します。高田会
員、会員卓話宜しくお願い致します。
江原君 本日の会長の時間は守屋Ｐ会長のお話しが
あり、卓話の時間は高田会員がお話しをし
て下さるというお二人の共演を楽しみにして
おりました。宜しくお願い致します。
稲見君 先週の創立２５周年記念例会すばらしかっ
たです。益子会長、また担当の皆さん、お
疲れ様でした。高田会員、今日のお話し楽
しみにしていました。
小島君 Ｐ会長の時間 守屋Ｐ会長、会員卓話の高
田会員、お話し楽しみです。宜しくお願い

致します。
地区青少年交換留学生の藤井直視様、よ
うこそお出で下さいました。そして高田会員、
今日の卓話楽しみにしていました。宜しくお
願い致します。
清水君 高田様、本日の会員卓話、宜しくお願い致
します。お話し楽しみにしています。
松浦君

◆次の例会
６月１２日（火） 12：30～13：30
第二副 SAA ： 田端会員 高田会員
ｲﾆｼｴｰｼｮﾝ･ｽﾋﾟｰﾁ ： 渡邉 髙治 会員

