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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 925 回(12 月 4 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
※出席報告
会員数
30 名

若松泰誼会長
国歌斉唱、奉仕の理想
守屋君、中谷君

出席者数
24 名

出席率
6％

会長の時間

前回修正
76.92％
若松会長)

｢インド独立と日本」
以前、柴田パスト会長の卓
話で東京裁判とパール判事
の話がありました。今日は
そのパール判事(ラダ・ビノ
ード・パール)が何故日本を
助ける気にならなれたのか
その辺をちょっと話させて
下さい。
皆さんはチャンドラボーズと
言うインドの方をご存知でしょ
うか？1897 年生まれのインドの
独立運動家です。 2012 年の今、
インドの国会議事堂の正面には、
チャンドラボーズ、ガンジー、
ネールの肖像画が掲げられて
います。中央がボーズで右が
ガンジー、左がネールです。
インド人の人達にとって
如何にチャンドラボーズが大きな存在かが分かろ
うかと思います。彼は大東亜戦争の時、密かにイ
ンドを脱出して、アフガン経由でソ連に向いまし
た。当時インドはイギリスの植民地でインド独立
運動への支援を、革命を成功させたばかりのソ連
に要請する為です。しかしスターリンはそれを断
ります。やむなくボーズは、ナチス政権下のドイ
ツに亡命して、ヒットラーやムッソリーニに独立

運動の支援を要請しましたが、やはりこちらでも
断られました。
そこでボーズはドイツでインド人の仲間(2000
人)を集めインド旅団を結成し、ベルリンから、反
英ラジオ放送を開始します。その放送を聞いて支
援を決めたのが東条英機でした。そして東条英機
は同盟国のドイツに要請し、チャンドラボーズを
日本に招きました。ボーズは日本の支援を得て、
シンガポールで「自由インド仮政府」を結成しま
す。こうした活動には沢山の費用が掛かりますが、
その一切を日本は支援したのです。
昭和 19 年「自由インド仮政府」は日本にラング
ーン(現ヤンゴン）侵攻の為のインパール作戦を嘆
願しました。
インパール作戦は、日本では功名に流行った牟
田口中将の無謀な作戦と言われていますが、実際
にはチャンドラボーズのインド進行への熱意と蒋
介石ルートの遮断を狙っ多
大本営発の一大反攻作戦で
す。成功すれば蒋介石ルー
トの遮断によってシナ(支
那)の国民党の軍備補給の
一切を断つこと
一切を断つことが出来、イ
ンド独立を支援し、イギリ
スに致
スに致命的な打撃を与える
事が出来る。決して無謀でバカな戦いでは無かっ
た。この作戦に日本は 9 万の将兵を投じ、インド
国民軍は 4 万 5 千名も参加しましたが、残念なが
らこの作戦で日印連合軍は敗北します。
連合軍の死者は 38,000 名、戦病 40,000 名以上
ですが、日本軍はインド軍を余り参加させず、イ
ンド軍の死者は 3,000 名位と言われています。敗
れた日印の兵士たちが帰投した街道筋には、途中
で亡くなった日本兵の将兵の白骨が連なりました。
この街道は、後年「白骨街道」と呼ばれています。
チャンドラボーズは終戦を迎えた後、独立を目
指し再びソ連に向う途中、飛行機事故で死去しま
す。昭和 20 年 8 月 18 日享年 48 才でした。

このチャンドラボーズの遺骨は東京都杉並区の日
蓮宗蓮光寺で眠っています。

インドは戦後、日本に対し厚い友情を示してく
れました。極東軍事裁判で連合軍側が日本を弾効
しつづけなる中、インド代表のパール判事は只一
人日本の無罪を主張してくれました。
インドは日本に対する懲罰的な条約に反対し、サ
ンフラン
シスコ講
和会議へ
の参加を
拒否して
います。
日本に対
する賠償も放棄してくれました。そしてインド独
立運動家のマンドラ・プラタップ氏は世界を相手
に「日本に対してこそ賠償を払うべき」という「逆
賠償論」を主張しています。
東京裁判でのインドのパール博士が只一人戦
犯無罪論を唱えた事をインド人は誇りに思ってい
ます。彼らは人種差別撤廃を高らかに謳い、たっ
た一国で世界を相手に正々堂々と戦いを挑んだ日
本こそ、戦争犯罪を裁く権利を認めると言います。
日本はいつまでも自虐史観にしばられるのでは無
く、戦後６６年、そろそろ目を覚まし、真実の歴
史を取り戻す時がきたような気が致します。 そ
の為には教育改革あるのみです。これから日本を
背負って立つ子供達のために何とかしたい気持ち
でいっぱいです。
我クラブの寳積先生のお父上もインパール作戦
に軍医として参戦されており、更にはニチボウ貝
塚、そして東京オリンピックのバレーボール監督
でした大松博文監督もインパール作戦からの数少
ない生還者の一人としてご紹介させて頂きます。

幹事報告

稲見幹事

(定例理事会)次の件が審議･承認されました。
(1) 12・1 月のプログラム承認
(2) 家族同伴夜間例会について
出来るだけ多数のご家族の出席を希望
(3) モンゴル植樹、マッチンググランド補助金申
請の経過報告について
(4) 第３G、IM プレゼンテーション経過報告
1. 第２回新世代部門セミナー開催について
2. 第３GIM 開催のご案内について

3. 狭山青年会議所、賀詞交歓会について
4. 元米山記念奨学生、ジグジッド･タミラ君から
の手紙のついて
5. ｢いい風吹くよ｣のバッジについて
6. 受贈会報
所沢中央 RC 所沢 RC 新狭山 RC
7. 下期会費納入のお願い

委員会報告
プログラム) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 佐藤委員長)
12 月の 18 日の会員卓話を予定しておりました
吉松会員が都合が悪くなりましたので、急遽古谷
会員にお願い致しました。
親睦活動) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 益子委員長)
25 日(火)はここ東武サロンで家族同伴年末家族
会になります。また来年 1 月 21 日(月)は市内３RC
新春合同例会となっておりますので、皆さんのご
参加をよろしくお願い致します。

・・・・クラブ協議会・・・・
年次総会
栗原(憲)会長エレクト
若松年度が始まり
ましてもう半年が過
ぎました。モンゴルの
植樹、ガバナー訪問、
宮城県女川への旅行
と、大きな行事を大過
なく終えまして、若松
会長の手腕に敬服致
しております。私がそ
の後を継ぎ、どうなるかと思いましたが、自分は
自分なりにやっていきたいと思いますので、物足
りないかもしれませんが宜しくお願い致します。
私がエレクトを頼まれましたのは、昨年のちょ
うどフリーマーケットの頃でした。フリーマーケ
ットが雨で流れてどうしようか等と話しているう
ちに、いつの間にかエレクトどうですか？と言わ
れ、受けてしまいました。まだ 1 年も先の事だと
思っておりましたら、とうとう今日が来てしまい
ました。
1 ヶ月ほど前から人事の事を自分なりに考えて
おりましたが、ガバナー訪問が終わるまでは話す
ことは迷惑になってしまうのではと思い、控えて
おりました。11 月に入り動き出したのですが、自
分の方針もそれほど立っておりませんので、まだ
なかなか進んでおりませんが、会長エレクトは稲
見さんが快く引き受けて下さいましたので、来年
までの体制は整い、喜んでおります。
私はチャーターメンバーとしてロータリーに入
会致しました。入ったきっかけは、私は俳句をし

ておりまして、平成 4 年に「句集狭山」という本
を出したのですが、それが埼玉県の文芸賞の俳句
部門に入賞致しまして、そのときに狭山市の短歌
をされていた大野信貞先生に本を贈呈致しました
ところ、今度新しいロータリーができるので入会
したらどうか？とその時に誘われました。1 週間
ほど考えておりましたら、当時近くに住んでいた
志村義一さんから、大野さんに推薦された栗原君
ですか？と言われ、お昼を食べるだけだからとい
う話で入会をし、今日まで来てしまいました。ま
た、初代会長の石山先生も近所でしたので一度訪
ねたことがありますが、快く迎えてもらい、入会
を決心した次第です。私はお茶を作っております
ので、お茶の部門での入会となりました。そして
ロータリーに入会するときに、会員の方には色々
な職業の方がおり、世間も広くなるから、俳句に
もプラスになるのでは？と大野先生に言われてお
りましたが、自分自身でもプラスになったと思っ
ております。
私は茶畑を 3ha 程経営しております。息子は出
版社に勤めておりますので、現在は妻と 2 人で行
っております。お茶も今年は放射能で大変なこと
になりました。昨年の古谷年度の時にはガバナー
補佐に、放射能の被害に対して少し手助けをする
といった発言をして頂きまして、ロータリーとは
良い所だと改めて感じました。私もこれから会長
になりますので、災害等、社会のこうした事態に
対応できるように運営していきたいと思います。
会の運営ですが、まだ役員が決まっておりませ
んので来年の計画は未定ですが、私と致しまして
は、若松年度で行われてきた継続的な事業は続け
ていきたいと思っております。そしてできるだけ
若松年度と同じように親睦活動をしていきたいと
思っております。
先日、ガバナーエレクト・所沢 RC の中井さん
から、今月 12 日に研修会を開催するため、会長エ
レクト召集の知らせが届きました。こちらに出席
し、他クラブの会長エレクトと意見を交換し合い、
また中井ガバナーエレクトと話をし、来年の方針
を自分ながらに固めていきたいと思っております。
そして役員人事ですが、12 月いっぱい位にはどう
にかなるのではないかと思っておりますので、そ
の時にはご協力をお願い致します。
もっと早く手を付ければよかったのですが、私は
狭山市の俳句連盟の会長もしており、秋に俳句大
会があるのでその会議や、来年の 5 月に 10 年ぶり
に市民交流センターで開かれる埼玉県の俳句大会
の実行委員長の仕事等がありなかなか手を付けら
れませんでした。申し訳ありません。しかしここ
でその仕事も一段落致しました。
ロータリーは「4 つのテスト」が基本だと思っ
ており、自宅の玄関に飾ってあります。原稿はこ
れに照らしてから、｢1.真実かどうか、2.みんなに
公平か、3.好意と友情を深めるか、4.みんなのため
になるかどうか｣これを基本的に 1 年間のロータ

リーの会長の姿勢としてやっていきたいと思って
おります。
昨年の若松会長のエレクトの時の挨拶を拝見し
たのですが、若松さんは役員もすべて決まってお
り次年度の考えも詳細に述べており、改めて感心
しております。私は役員も決まっていない状態で
ここに立っていることが、なんだか恥ずかしいの
ですが、あと 6 ヶ月でなんとか方針を考え、一年
間一生懸命やっていきたいと思います。仕事はお
茶の時期はやはり忙しいのですが、出来るだけ融
通し、ロータリーには出席したいと思っておりま
す。
20 年近いロータリー生活で一番印象に深いも
のは、やはり入った時の京王プラザでの式典です。
そして 2 年前に幹事をさせて頂いたときには、会
長とは決断をしなければならないことがあり大変
だといつも横で見ておりました。今度は自分がそ
の番となり、古谷会長、若松会長に比べて決断力
が発揮できるかどうかということが心配なのです
が、皆さんにご指導頂き、一年間頑張りたいと思
っております。
7 月には自分なりの会の運営をしなければなら
ないと思っておりますが、大きな行事は大生病院
で行われるフリーマーケット、秋の旅行、年末の
クリスマス会、そしてモンゴルのことも役員の皆
さんと相談しながら方針を固め、皆さんに示した
いと思っております。
昨年、田中八束さんから地区のブライダル委員
に推薦されまして、毎月会合には出来る限り出席
しておりました。地区の方たちも色々なクラブか
らきているので、話をすることで知識も広くなり、
良い経験が出来たと思っております。これからも
可能な限り出席し、会の運営の参考にしたいと思
っております。
入会して数年は先輩方によく、外の研修会に引
っ張っていかれました。何年か経つと先輩方に連
れて行かれるということも無くなり、この頃は自
分で勉強しなければわからないという感じになっ
てきました。私も 20 年もおりますので、新しく入
ってきた方たちにとっては先輩という立場になり
ます。昔自分が諸先輩方に研修会につれていって
もらう等、そういう場を与えてもらったことを
色々思い出し、新しい方たちにロータリーがどう
いうものなのかということを、地区大会や IM 等、
外の場に出ると経験を深めてロータリーの奥深さ
が分ると思いますので、積極的な参加を要請して
いきたいと思っています。
そして東日本大震災につきまして、昨年社会奉
仕委員会で地区中心となり、被害にあった地区の
ガバナーが智光山で話をするという講演を致しま
した。私も参加致しましたが、ロータリーは対応
が早く、改めて全国組織なのだと感じました。災
害などに直に敏感に動くということは、ロータリ
ーの力だと思います。こうしたことを色々と広め、
まだロータリーに入会していない人たちの会員増

強に繋がれば良いと思っており、社会に敏感な、
そうした運営をしていきたいと思っています。
私は農家の長男でしたので、農業高校に行き、
18 で卒業をした後すぐにお茶の仕事に就農致し
ました。その時自分で、学校を卒業したら本を読
む時間などが取れなくなると思ったので、高校で
はあまり先生の話を聞かず、俳句や文学の本を読
み、独学で俳句を学んでおりました。その頃、野
澤先生という方が、俳句で初めて読売文学賞を受
賞し、その方が弟子を募集していたので、そこへ
入会致しました。そして野澤先生が主催した、最
初の全国大会に参加してみたのですが、そうしま
したら、大勢いる中で若かったのですが、私が 1
位を獲りまして、それから注目をされるようにな
りました。その後俳句研究という総合誌の編集長
から、作品を出して欲しいと直に連絡が来まして、
応募した所、二席でした。これが 20 歳前後のこと
で、最初はこうして賞を頂いていたのですが、仕
事重視の生活になると、余り芽が出ませんでした。
俳人協会賞の予選委員の任期 3 年が、ちょうど今
年終わります。これで少し楽になるかと思ってい
たのですが、今度は俳人協会の幹事ということで、
また色々と役を仰せつかることになりまして、ロ
ータリーと仕事のお茶、趣味の俳句を何とか両立
させていきたいと思っております。つたない会長
ですが、ロータリーに入っていて良かった、ロー
タリーは良い所だという場にしていきたいと思っ
ておりますので、ご協力の程宜しくお願い致しま
す。

豆知識
（ネタりか・コラム一覧より）
12 月に入り、クリスマス＆忘年会シーズンとな
り、寒さも厳しくなる中、思わず風邪を引いてし
まう方もいるのでは・・・・・
押さえておきたい風邪予防の基本 7 か条
①規則正しい生活を
基本中の基本、早寝早起きを心がける
②睡眠の質をアップ
遅い時間に帰るとどうしても少なくなりが
ちな睡眠。音楽やアロマ等を使って睡眠の
質をアップさせる。逆に夜 10 時以降に食事
をしない。
③十分な栄養＆水分補給
④平熱は 36℃以上をキープ
平熱が 36℃以下の方は｢低体温｣。
お風呂に入ったり筋肉を付けて代謝量をア
ップ。身体を冷やさない工夫を。
⑤腸内環境を健やかに
腸に悪玉菌が増えてしまうと、腸の働きが
悪くなり免疫力が低下。ヨーグルトや味噌、
ぬか漬けなど発酵食品を積極的に。
⑥手洗い・うがい・マスクを忘れずに

若松君

今年も残り一ヶ月となりました。ご協力
ありがとうございます。
栗原会長エレクト、今日のクラブ協議会
よろしくお願いします。
稲見君 栗原憲司エレクト、今日のクラブ協議会
よろしくお願いします。
江原君 栗原憲司会長エレクト、クラブ協議会よ
ろしくお願いします。
寳積君 大生水野クリニックが開院しました。
会員誕生祝 奥富君
結婚記念日 高田君、田中君

⑦部屋の湿度は 50％以上に
風邪のウイルスは乾燥に強く、湿気に弱い
ので、加湿器やタオルを干すなどして、部
屋の湿度を 50％以上に保つ。

※ 次の例会
第 2 副 SAA
１２月１８日(火) 12：30〜13：30
会員卓話
古谷 博会員 他

沼崎君

小幡君

