
2009-2010 WEEKLY BULLETIN NO. 28

THE ROTARY CLUB OF KISHIWADA  ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2640

会 長 岡本桂四郎 広報委員会

幹 事 櫻井新嗣 委員長 横谷哲郎

岸和田ＲＣ
会長テーマ

活活活活きききき生生生生きききき

ロータリーロータリーロータリーロータリー

Active and Live Active and Live Active and Live Active and Live 

RotaryRotaryRotaryRotary

岸和田ロータリークラブ

例例例例 会会会会 ：：：： 毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日 12121212時時時時30303030分分分分よりよりよりより

岸和田市立浪切岸和田市立浪切岸和田市立浪切岸和田市立浪切ホールホールホールホール ４４４４階階階階 交流交流交流交流ホールホールホールホール 〒596-0014 岸和田市港緑町1-1  TEL 072-439-4173

事務所事務所事務所事務所 ： 〒596-0014 岸和田市港緑町１－１ 岸和田市立浪切ホール２階 URL http://www.kishiwada-rc.com/

TEL 072-437-2462 FAX 072-437-5088 E-mail kishiwada-rc@tvk.zaq.ne.jp

次回の卓話

2010年2月10日（水）

「未定」

西秦 好郭会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2727272727272727回回回回
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国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「現状の株式相場と今後の見通し」

能勢 貴夫会員

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



2010年1月27日 第2726回

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone,Sing! 」

唱歌「ペチカ」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「夜と霧の本を読んで」

加藤 二朗会員

岡本桂四郎会長

●会合報告

・1/20 岸和田RAC例会に山形直道委員長、私が出席

しました。

・1/23 4RC会長・幹事会議に櫻井幹事、私が出席しま

した。

●55周年事業といたしまして、長期間在籍をされてい

る諸先輩方から順にお話をいただきたいと思います。

本日は梶野和一郎会員にお願いしています。梶野会

員は1987-88年度にご入会、米山奨学委員長をはじ

め、青少年・職業奉仕・地域発展・財団他を歴任さ

れました。最近では新年初例会にてだんじり囃子の

太鼓をご披露いただきました。

会員数４１名 出席義務会員数３６名

１月２７日 出席会員32名 88.89％

１月１３日 MUを加えて 86.11％

●２月 会員誕生日

５日 皆見 量政 会員

６日 梶野和一郎 会員

７日 竹田 耕作 名誉会員

１２日 大橋 寛順 会員

１６日 大賀 祐造 会員

２２日 岸田 次郎 会員

●２月 結婚記念日

１日 片山 重幸 会員

２日 竹田 耕作 名誉会員

３日 永井 一夫 会員

１１日 西村 政和 会員

１４日 井上 一男 会員

１９日 中井 秀典 会員

米山奨学金贈呈 米山奨学生

朴 燦浩様

梶野和一郎会員

皆様もご承知の通り、現在は民主党政権になってい

ますが、我々が一生懸命働いて税金を納めているにも

関わらず、代議士の汚職・脱税の話題が絶えず、「金

持ち優先」という世の中になってきていますが、国民

の政治に対する信頼・信用がない状態は変わっていな

い様な気がします。明治維新等、日本の国を是正する

人が現れる際にはこういった話題は絶えないものです。

ありがたいことではございますが、日本は今「平和ボ

ケ」しており、野党になった与党、与党になった野党

がお互いに「腹の探りあい」を繰り返しており、本当

に「政治をやってくれるのか」という気がしてなりま

せん。総理自身が贈与税脱税の嫌疑をかけられている

現状、道徳はどこにあるのか、今後子どもの教育上非

常に良くない、と思っています。（現在の教育では）

子どもに対して、「郷土愛」「愛国心」について教育

していません。我々の様に昔を知っている人が、（新

世代の人達に対して）昔のことを伝えていくことが重



●加藤二朗会員

本日、例会の卓話を担当させていただきます。

●浦川信司会員

少しだけ、嬉しいことがありました。

●前川篤会員

やすみすぎました。すみません。

●例会臨時変更

岸和田東RC・岸和田南RC・阪南RC

詳細につきましては、事務局宛にご確認願います。

選ばれ、親衛隊より収容者には非常に厳しく、よく

暴力を加えたそうです。収容所の日常は日々の食事

のために、あるいはただ単に生き延びるための戦い

は熾烈を極めました。近く被収容者が移送されると

決まれば、それはガス室送りを意味しました。

収容者は生命を危険にさらして、余分に働いて得

た褒状1枚でタバコ12本に交換していました。タバ

コに替えた者は「死の道を選ぶ」という意味で、

タバコを吸う人は生き延びることを断念して思いの

ままにタバコを吸っていました。それは最後の人生

を楽しむということでした。

我々1500人の集団はアウシュヴィッツで親衛隊に

左右に分けられました。右側は10％、左側は90％。

左へ向かったものは石鹸を一つずつ持たされ、浴室

の名札の掛かった部屋に入れられました。それはガ

ス室でした。右側の者は本当の消毒用の入浴施設に

入れられました。2分で服を脱がされ、体中の毛を

剃られ、水のシャワーを浴びさせられました。

収容されて数日でガス室もおぞましいものでなく

なり、それは自殺の手間を省いてくれるものとしか

映らなくなりました。寝るのは3段ベッドで、1段は

縦2メートル・横2.5メートル、むき出しの板敷き、

毛布は9人で2枚、9人が横になってびっしり体を押

し付けて寝ます。脱臼しそうなほど腕を伸ばして頭

を乗せるしかない状態。しかし眠りは意識を奪い、

状況の苦しさを忘れさせてくれました。収容所暮ら

しでは一度も歯を磨くことはなく、半年間たった1

枚のシャツで洗い場の水道が凍ってしまって、何日

も洗わず体の一部になっていました。傷だらけの手

は土木作業のために汚れていたのに、傷口は化膿し

ませんでした。毎日髭を剃って元気にしていないと

ガス室に送られます。ガラスの破片で髭を毎日剃り

ました。食事のパンの切れ端を仲間に渡すと、髭を

剃ってもらえました。頬に引っかき傷があっても、

血色が良く見えるため、お構いなしです。病気にだ

けはならないように気を付けました。靴擦れ程度の

傷で足を引きずると、それは命取りになりました。

親衛隊員は「そんなやつはガス室送りだ」と言うと、

次の日は間違いなくガス室送りになってしまう。い

つもビシッとしていなければなりませんでした。

食事は日に1回、水としか言えない様なスープと、

人を馬鹿にしたちっぽけなパン、それとオマケがつ

いた20gマーガリン、粗悪なソーセージが一切れ、

チーズのかけら、水っぽいジャムがスプーンに一杯

で日替わりでした。重労働や極寒の野外で過ごすに

は全く少なく、皮下脂肪は最後の最後まで消費して

しまって、骸骨が皮を被って、そのうえからボロを

纏った様な有様に成り果てました。体は自分の身を

貪る状態、有機体が己のタンパク質を食うのです。

櫻井新嗣幹事

加藤二朗会員

要です。（昔の経験を活かし）物事の良し悪しを選

別した上で、「何かあったら応援する、発言してい

く」という姿勢がこれからの世代への手土産となる

のだろう、と思います。

ヴィクトール・Ｅ・フランクルという心理学者がポ

ーランドのアウシュヴィッツや、その悪名高い強制

収容所の支所等に何百万人もの人が収容された体験

記です。

『収容所にはナチスの新鋭隊員や収容所監視兵と同

類に「カポー」という役があります。カポーとはナ

チスの親衛隊が収容所の監視兵の手先として使うた

めに、一般の被収容者の中から最も劣悪者を選びま

した。カポーは親衛隊にはかばしく協力しなければ

すぐに解任されました。その適正ある者がカポーに
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近隣クラブ卓話ご紹介

筋肉組織が消え、身体の抵抗が皆無になり、居住棟

の仲間がバタバタと死んでいきました。

収容所暮らしが長い被収容者の非常識は「いかに

生き延びるか」という最低限の関心に役立たないこ

とは、一切どうでも良くなりました。戦況がどうな

っているか噂が次々流れましたが、結果はただ一つ、

被収容者の心をすり減らす神経戦を引き起こしただ

けでした。「もうすぐ戦争が終わる」という噂は希

望をもたらし、その希望は何度も失望に変わりまし

た。感じやすい人は、絶望の淵に沈んでいきまし

た。』

この本を読んで感じたことは、「人間とは限界も

なく、何事にも慣れていくものであり、またどんな

ことでも可能である」ということを深く感じました。

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区連
絡協議会

RAC例会

例会「現状の株式
相場と今後の見通
し」能勢貴夫会員

例会

担当西秦好郭会員

建国記念の日

2010-11年度の為
の地区ﾁｰﾑセミナー

岸和田4RC合同例
会於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ﾎｰﾙ

RAC例会

例会「不謹慎な考え
方だと思いますが」

肥後眞弘会員
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岸和田東ＲＣ ２月１２日（金）「趣味と実益？」亀井亮雄会員

岸和田北ＲＣ ２月 ９日（火）「未定」担当 内芝秀樹会員

岸和田南ＲＣ ２月１１日（木）「祝日休会」

JANUARY ～ FEBRUARY ２０１０ ２月 世界理解月間


