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Dear Mr. Kosuga: 

Congratu1ations to the Kiwanis C1ub of Tokyo upon your 
anniversary! 

This rnust be a happy occasion for both your c1ub and for 

the cornrnunity which you serve. 1 hope rnany have benefited 
frorn your years of caring service. 

You are to be recognized and thanked by your district for 
the 1eadership your c1ub has provided over these years. 

Kiwanis is gratefu1， for the c1ub is the heart and sou1 of 
our great organization. 

1 hope that your rnernbers wi11 continue じo share their 

ta1ents and tirne with the 1ess fortunate for years to corne， 
ana that your club becomes a greater and st工unger influenc己

工nyour cornrnun~ty. 

P1ease extend these best wishes to the rnernbership， and 1 
hope for continued success and fellowship in Kiwanis. And 

rernernber， we rnust SERVE TO GROW， AND GROW TO SERVE. 

Most Sincere1y， 

wいく忌
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東京キワニスクラブ

設立三十年に寄せて

重崎{申矩

(キワニスインターナショナル日本地区会長〉

東京ク ラブが設立されて30年。早 いものです。私はチャーターメンバーのー

人でありますし、 幸か不幸か?この記念すべき年に日本地区会長を務めること

になったのは、大変感慨深〈思っております。過去30年を振 り返ってみます と、

日本人の生活はおおむね着実に向上してきましたし、私自身についても、 一時

的にi放変はあったものの、イ可とかク リアーできてきたつもりです。

ただ、最近強〈思いますのは、 30年は本当にし、ろいろな意味で節目になるナ

ンバーだということです。「企業30年説」カfありますが、これは企業だけでなく 、

あらゆる組千哉、キワ ニスにも 言 えるのではないかと思うのです。 それは「世代

交代」 という大きな問題です。 この問題をうまく 乗り 切ることで、キワ ニスの

将来像が浮かんでくるように思えるのです。

魅力あるボランティア活動の在り方、時代に合ったキワ ニアンはどうあるべ

きかを、皆さんと知恵を しぼり合いながら、より充実させることが出来たら幸

いに思います。

ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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あいさつ

小菅宇三治

(東京キワニスクラブ会長〉

東京キワ ニスクラブは、去る一月二十四日設立三十周年を迎 え、ファミリ ー

デーの今日記念式典を催すは こびとなりました。

設立以来チャーターメンバーを核と して多くの方々から強い支持と信頼をもって

迎えられ、今日の姿に成長発展いたしましたことは誠にご同慶の至りであります。

東京キワニスクラブは節目の三十周年に当り次の二面に更なる努力を重ねて

ゆかねばならないと存じます。

その第一面は、キワ ニス世界大会の決議事項を体した日本地区会長の方針と、

日本リ ーダ一格クラブとして具体的に実行に移す責任であります。

そのーは全員増強そのこはヤングチノレドレン :プライオリテイワンであります。

東京キワ ニスクラブは官民学識経験者三者のトップクラスより構成されている

点ては、世界ーのクラブと自負して居ります。三十年と云う暦をはねのけて何時ま

でも青年壮年の気てやおられるメンバー達ですが、加うるに暦年の若いエクセレント

メンバーを迎え名実共に若いクラブとすべ〈、全員増強は絶対 に必要と考えます。

その二は世界的視野に立って次代を考えたH寺、世界の幼児の貧困と病気の問

題であります。咋年はエイズ、本年は沃度不足でありますが、共にある機関が

中心 となって子をさしのべれば、五億卜億の若き命が救われると云うこと 。全

員の軽ボラ(軽い気持で投ず‘るボランティア活動の意で今の若い人達の聞で使

われている流行語)のー投を期待する次第であります。

きて第二面は当クラブの活動をより若々しく且魅力あるものにする為の努力

です。毎週金曜日の例会には、政治経済文化の三分野を調和よく取り入れて各

界有名人に話題提供していただいており、火n翠会ではビーノレ、ワインを飲みな

がら会員同志の雑談を交わすことにより、夫々自己の専門分野外の知情根をl吸

収J さ~"Lていると忠、います 。
例会外の活動としては、ファミリ ーデー観劇、旅行、グノレメ巡り等の他、同

好会と してワイン観賞、 ゴ、ノレフ、小唄等々があります。 もっと、 もっと楽しく

有意義な催 しを画すべ〈鋭意努力中であります。

以上の第一面、第二面は当クラブの骨子ですので要約すれば当クラブは社会

奉仕的友好団体とても云えましょう 。

三十周年を機に各委員会は後世に残る何等カ3の企画を平成六年一年間の聞に

実行すべ〈画策中でもあります。

本日お配り します 「三十年の歩み」は全員方々の寄せられた貴重な感想、集で

あります。

三十年の歴史を糧として会員の皆様とご一緒に更に大きな発展を目指 したい

と存じます。より 一層のご支援ご鞭捷をお昨夏し、致します。
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「慰霊の泉」

9 



鈴
木
会
員

/ 
せいばっ式

10 



チャーターパーティ
1964.3.8 
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小幡事務局長鹿内初代会長
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チャーターパーティ

チャータ J¥ーティー

戸二パーサリー

ト\~

日周年
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植樹記念特別例会 1991.2.1 

「キワニスの森」
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葛西臨海公園に大島さくり寄贈
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第一回「キワニス文化賞」

福田恒存文化委員長
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漆工蒔絵高野、松山氏に

クンイ一ア~ミ

リーパ一国際理事と会話の安部日本地区会長
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IOCアベリープランデ ジ会長 鹿内初代会長追悼例会
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ジヱームスモラ 国際会長夫妻 美濃部都知事訪問

22 

キワニス
インターナショナル会長
公式訪問



23 



回スクラフ

キワニス日本地区設立のあけぼの
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キワニスインターナショナル
年次総会

岩田日本地区会長ウィーン大会にて

重崎日本地区会長ニース大会にて

水島日本地区会長ニューオリンズにて

25 



戸ジ戸太平洋会議

エンスタット函際会長と

上回事務局長
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安蔵会長 荒井国際委員長 宮城マリ子さんと
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第24回キワニス文化賞者受賞者(結城紬)外山ミヨさん

日本地区東京大会
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64向"65 '66 

鹿内信隆(物故) 原文兵衛(退会)
。69 '69-70 

田坂輝敬(物故)
'72-73 '73-74 

平野起(物故) 岩図式夫(物故)
'76-77 '77-78 

藤田一暁(物故) 熊野修一(物故)
80-81 81-82 

安藤蕃 上回英雄(物故)
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..o' 

永井邦夫 安部芙
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安藤良夫
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東京クラブ歴代会長
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んなクラブを作るのかとのゴア氏の質問に答えて、

小幡氏が、ただ数だけ多くするのでは、ロ ータリ

一、ライオンズ等の同種社会奉仕団体になってつ

まらない。特に選りすぐった人達のクラブにする

ためには、数多くのクラブを作る こと は不可能で

ある。東京、名古屋、大阪の 3地区にしか作らな

い。又、 出席率等の特別ノレーノレを認めて員A いたい

との提案合したが、すっきり受け容れてくれなか

った。しかし半日の討論の後、日本の事情が解ら

ないから、し 小|陥氏一任となった。

7月26日、パベ、ジ氏同行て¥シカゴ本部に出向

き、 O.E、ピーターソン事務局長他役員 7-8名と

討議、仁l約だが、東京、大阪、名古屋の 3地区の

みで、スター 卜することとなった。翌 日、デトロ

イトキワニスクラブで昼食会に招かれ、「日本で、

クラブを作りたい」と 挨拶すると大変嬉ばれた。

帰国後、車輪工業に創立の事務局を作り、ハワ イ

のマウイ島のパーデン氏にも手伝って貰った。 こ

の頃創立趣意書を作ったのも、小幡康吉氏である。

1956年 当時、東都製鋼

と車輪工業の社長をしてい

た藤川一秋氏がカイザース

チーノレを見学のため渡米 し

た際、ナショナノレシチズン

銀行のゴア頭取が、 リバー

サイド地区の時のガパナーだった関係で、極東に

初のキワ ニスクラブとして東京クラフ。を作っても

らえないかと依頼したが、藤川氏の多忙に紛れて

1963年までそのままになっていた。当時車輪工業

の営業担当常務であった小幡康吉氏が、直被フォ

ー ド社との商談て¥デトロイ卜に行くことになっ

たその打ち合わせ中、突然藤川社長より 、仕事を

兼ねて、キワ ニスクラブ設立の用事も依頼された。

同年 7月20日のことて"あった。翌 日、 ロサンゼノレ

スのヒノレトンホテノレて二カリフ オノレニア・オ、ノfタ¥

ハワイ地区のスロトングガノfナ一、ゴ、ア氏、パベ

ジ氏 も含め、役員10名くらいと会談、キワ ニスと

は?EI本での設立の可能性などを話し、では、ど

工
ピ
ソ
ー
ド

創
設
の

32 



発起人は

石川六郎 (鹿島建設副社長)

小幡康吉 (車輪工業常務取締役)

北裳喜一郎 (野村証券副社長)

小坂徳三郎 (信越化学工業社長)

五島昇 (東急電鉄社長)

鹿内隆信 (サンケイ新聞副社長)

原文兵衛 (警視総監)

藤川一秋 (東都製鋼社長)

の八氏であった。 日本にキワニスを作るにあたっ

て、同年者でやって いた「いのし し会」のメンバ

ーが、まず小幡氏の頭をよぎった。

Jl'[内氏が欠席ながら会長を引き受けてくれたこ

とがキワニスクラブの運命を決めたと云われる。

文字通り、極めて熱心に活動し会議には必ず出席

し、積極的な発言をした。原文兵衛氏を発起人に

願ったのも、役人を入れておこうという鹿内氏の

意見だった。大阪クラブ設立の際、会長就任を厭

がって逃げる永田敬生氏に、新橋「金田中」で、「お

前もいいかけ、ん男ら しく返事をしろ」 と脅迫、同

じくいのしし会のメンバーだった永田氏を説き伏

/ 

""""" 

せたという 。東京クラブの例会は1963年10月か ら

始められた。初代事務局長は小幡氏カ汚|き受けた。

1964.1:1三1月24日、設立総会、同年 3月、 ヒノレ卜

ンホテノレてや盛大なチャーターナイトが催された。

チャーターメンバーの選考は、五島昇、小坂徳三

郎両氏が、極めて熱心に、喧しくあたった。 それ

以前、鹿内氏は、キワニスインターナショナノレ本

部のピーターソン事務局長の家に招かれ、キワニ

スクラブ日本設立の趣旨を確認している。ロ ータ

リーや、ライオンズカ対艮を5長っている中で、 それ

と全〈同じものを狭い日本に並列させることは無

意味である 。従って、日本に作るとすれば、極め

て特色のあるものでなけば日本の社会で発展でき

ない。ゆえにキワ ニス憲章通りのものはできない。

その精神は生かすとしても、具体的運営方針その

他については、大きく異例の取扱いをしてくれる

なら日本でまとめてみましようということで、例

外規定を設けようということになった。帰国後、

人選については、まずーっには、クラブとして社

会的に影響を与えるものでなければならないので、

その意味で、 これから 10年くやらい現役で働ける人

33 



聞を中心にセレク トし ようじゃないかというこ t、

第二には、地域社会との関わりということになれ

ば、行政面も 考慮、しなければならないというわけ

で、 当時東京都副知事であった鈴木俊一氏とか、

各役所の局長、次官クラスの人を入れようとした。

次に学者、評論家、法律家を入れようということ、

そしてこのへんの人的構成し実業界の人的構成

を50対50の比率で運営 していこうではないかとい

うこ tでスター卜した。又、メンバー選考にあた

っては、政治、宗教の対立をクラブに持ち込まれ

ることを避けるため、この二つの分野に属する方

には、 遠慮願う方針が出来た。年齢制限は、 55歳

fごった。

五島、 昇氏の計らいで、最初だから各々あまり

ばかけ、た負担カfあってもいけないであろうという

ことでヒルト ンホテノレを例会場に旗揚けそした。

これも鹿内氏が決めた。

キワニスインターナショナノレの活動や発展の経

過か ら見れば、 クラブ新設やメンバー増強に日本

34 

は、怠けている ことになる 。又、対本部だけでは

なく、日本国内からも各地でキワニスクラブ伝作

ろうと いう動きが出ている中で、非常なエリート

意識だけが支配するようなことでは、会の将来を

考えた時どうであろ うという配慮もあって、それ

なら、 主要10都市くやらいには作ってもい L、のでは

ないい、うことになった。初期の考え方から、現

実 に即した71互に妥協をして今日に至っている。

Jl'g内氏は、初代会長を 2期、日本地区初代カ

ナ一を 2J期羽務めた。 キワニス国際憲憲、章てで''1はま 役員

任j期羽は一年なのててで、梢ツ、ノルレ一/ルレ違反ててで、や、あると氏は云うカがf、

/レ一ノルレ違反をやらなけれiば£、 もたなかったという

ことが現実てやあった。

創設期にまずクラブのメンパーが非常に精選さ

れていた。 自衛隊から裁判所までの役人が入って

くれたこと、こういう構成のクラブは、他の同種

社会奉仕団体にはないので、ある意味てやは、非常

に広範な接触を持ち、 しかも活動 tしては、福田

恒存氏提唱の、キワニス社会公謎賞、キワニス文

化賞を生み出してきた。かなり高度なクラブ活動

のイメ ージが高まった。福田恒存氏は、慰霊の泉

の設計に井上武吉氏も推薦した。

日本は、クラブが存在しにくし、社会であるとい

う。即ち横断的な社会がなく、縦割lり社会の中て¥

財界の人、官界の人、 となりがちで、横のクラブ

活動が育たない、 こうしづ土壌に、曲がりなりに

も、現在の東京ク ラブのような形のものが育った

のだから 、非常に異なるものになったと思われる。

1964年11月 6日、高橋幹

夫初代メンパーシップ委員

長は、全会員に総務委員会

他七委員会の所属決定を

、お知らせグの形で発表した。

財務委員会は117万 3千

7円を資産の総額 とし、以来、会費のみでクラブ

の台所を賄って いる 。上村健太郎初代委員長以来

クラブの要 tして、ク ラブの風格を{呆ちながらな

お緊縮を旨とし、健全財政維持に努力を傾けてい

活
躍

各
委
員
会
の



る。

メンバーシップ委員会だけが、 6名で構成され

た。赤j謬副委員長の他、武田盟、水野惣平会員等

て、¥このH寺から東京キワ ニスの質の高さを維持す

るための縁の下の力持ちを続けている。それが誇

りでもある。1972年クラブ維持の方策 「長期ビジ

ョン計画」も立案されたが、実施に至らなかった。

事業企画委員会のもう一つの任務は レディス

デーの企画構成である。村上七郎芸能班長を中心

に、会員家族の懇親の場として恒例の年中行事の

一つ に発展させた。鈴木貞男会場担当実行委員の

協力に負うところが多い。

キワニス社会公益1'5:制定は吉村明社会公益委員

長の1966年に実現した。 以来クラブの最大のモッ

トーであ るホWeBuild"を具現しつつ、明るい地

域社会の建設に努力、クラブの活動の原動力にな

ている。

文化委員会は、初代福田恒存委員長を中心に外

部権威を委嘱、専門委員と し「キ ワニス文化賞」

を制定実施、名実共に、キワ ニスの活動にふさわ

しい ものとした。
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座
談
会

キワニスの旗印の下に

午前中に日本地区歴代会長会議開催。現存の現、

元日本地区会長ガ、経団連会館「什01J に集結。

昼食を挟んで、ここに近代の東京クラブ会長ガ加

わり、賑やかな一時です。小島広報委員長ガ、奉

仕と友好にしっかり編み上げられ疋、キワニスの

歴史の糸を、ゆっくり手繰り寄せ、一時間の中に凝

縮され疋30年の思い出ガ、つい昨日のことのよう

に思え、一瞬時ガヰまつだ錯覚を覚えだのでしだ。

過去から未来へより良い明日を目指して、キワ

ニスの舵取りとなっ疋リーダーは、今この様に元

気な姿で、今も怠お 「明るい社会の建設」に向か

つて、意気軒昂です。

小島 30年歩んてまいりまして、その問、 5周年、

10周年、 15周年、 20周年と過ぎ、てまいりましたの

で、拡大発展の歩みにおける活動状況について、

会長リ ーダーの仕事をされましたので、そのいろ

いろな側面からのお話をお聞きできればと思いま

す。最後に、理念は「明るい社会の建設」ですが、

地球環境の問題とか生じているわけですか ら、 そ

ういう中て¥ どうあるべきか、そんなことで、お

話を承りたく存じます。

お座りになっている順で、水島さん、 草創の頃の

御苦労話とか、皆様方が考え られた理念とか、思

い出話をして いただければ、 結棺』てやす。

水島 ご指名により私が、 Wlめられたのは、鹿内

さん、東急の五烏さん、リッカーの平木さんだっ
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左から安藤(蕃)元会長、木戸前会長

たと思います。その時分鹿内さんが、サンケイ新

聞を持っておられて、五島さんは、副会長で、我々

が頼み込んでも、会長にならなかったようです。

一度調べてみて下さい。それでや途中からゃめちゃ

ったんですね。設立の経緯があって、その辺のと

ころは、坪内嘉雄君が一番良〈知っています。次

の会長は原文きんです。釣り友達の上村…・・・生き

ているのは私だけですか。当時は一部上場の社長

だけといって、非常に厳しく大変で した。

小島 最初U:、何人だったんですか。

赤沢 最初U:記録によると、 94。ヒルトンでやっ

てました。

水島 五島さんが提供して くださった。

木戸 前は良くでてこられてた。

赤沢 ある日何か書けって、五島さんから電話が

あって、鹿内さんがアメリカからキワニスクラブ

というのを持ってきて、東京でも作ろうというの

で、発起人会があるから出てこいと・…-まあ13、

4人だったと思いますが役所の現役は、樽さん、

大蔵省の佐竹さんそれに私の 3人が入っていまし

た。これ全部五島さんが勧めたんだと思います。

そのJl寺誇信命になったのが二って¥当時ライオンズ

クラブが猛烈な勢L、てーやっていてロ ータリ ーは石室

固たる地盤がありました。 エクセレントメンバー

エクセレントジョブで行こう 。特別だと o あの当

時アメリカ本部の規約など見てみる とアメリカは

f可もそう いうものはな いんでいす。ライオンズと同



室崎元会長 安部元会長

じはいかん。日本独特のキワニスクラブで良いじ

ゃないか。じゃ本部はどうする。鹿内さんが、日

本のキワ ニスクラブの特異性を、本部に行ってち

ゃんと説明して、了承を得てくるというんでこの

件は、落着。やっぱり大議論になったのは、入会

資格を55才で切るという ことでした。鹿内さんも

55才以下、五島さんも 55才以下、私も 47、8才て¥

集まっている人が、 55才以下だったので、これも

満場一致で決めたと思います。設立時 l月24日は

59名てーした。

後からずっと増えて、チャーターまでいに94名にな

りました。

水島 赤ちゃん最初これを持ってきたのは、藤川

一秋さんだったんじゃない。

赤沢 そうかもしれません。

木戸 藤川 さんの命令て¥小幡康吉さんがアメリ

カへ行ってやってきた初代の事務局長てやす。

赤沢 今でも最初入会 した時のカード を持ってい

るけど、小幡さんが署名してるね。

小島 当時の活動は、例会中心でしたか、他になにか。

片桐 クリスマスノfーティーなんかやってたね。

斎藤英四郎、井深大、皆会員て、¥クツレーフ。毎に別

れて何かやったのを覚えているよ。

安藤 2年目 3年目で、ど っか舞台で、白波五人

男をやるってこ tになって。サントリ ーの佐治を

日本駄右衛門にしてね。僕は南郷(力丸)をやれっ

ていうんで、昔のレコ ー ドを引っ張りだして、左

団次だのがやっているやつを録音とって、役のセ

リフを渡したんだが、誰も覚えられなくて、あの

大川端の勢ぞろいのと ころで、傘もっているんで、

その中に自分のセリフを張りつけてこうやってね。

小菅 私は貫ーの役をやりました。お宮の役の方

が急に亡くなられて、それからかつらをf昔りて・・・

昭和51、 2年でした。

安藤 卜ラトラトラ事件がありました。

片桐 ヒルトンの時代だね。

水島 三輪君が張り切ったよね。

片桐 黒沢明が 卜ラトラトラにキワニスのメンバ

ーを使うというわけ、素人で¥ 卜ラトラトラの真

珠湾攻撃の事を知っていて自分で感じた人を使い

たいと念願していて、いろいろ調べているうちに

キワニスの名簿が手に入った。写真を見て、これ

は良いということになってキワニスクラブにドサ

ッ卜かぶってきたの、皆で役職を振り当てられて、

撮影がはじまって間もなく、センチュリ ーフオツ

クスと黒沢明と卜ラフツレが起きて…・・・三輪さん参

謀長、小幡事務局長が野村ー大使、僕は、来栖全権

大使、僕等は撮影した。

安藤 京都の撮影所に二週間缶詰になりました。

片桐 そうそう 。

木戸僕は親父に似ているか ら内大臣をやれって

言われて、 とうとう僕のところにもきた撮影まで

お11乎びがなかった。

水島 文化功労者を表彰しようってのは北裏さん

の前かしら。

安藤最初その案が出て、第一回の文化委員長が

福田恒存だった。二代目の文化委員長が僕だった

ので、毎年一件づっ選んで来たんだけど 、これは

キワニスの非常に大きな足跡だと思う 。

「慰霊の泉」は、僕が文化委員長の時牧田さんが事

務局長の時ね。明治100年を記念してと書いである。

赤沢 牧田事務局長ですよ。社団法人になったH寺。

小島 設立当初関係された方で、 これだけは言って

おきたいということがあれば。杉浦さん如何ですか。

杉浦 55になる前55になると入れないから入れと

弟(木戸)に言われて、今82ですから55才前にはい

りました。私は、委員長もf可もしなかったんですが、

鹿内、北裏と同じ歳て¥いのしし会と 言って今で

もやっていますけど、岩田君も一つ年上だけれど

これも非常に親しかったが、会長をやってて、これ

はお前、非常に大事な仕事だ社会春仕だからと、何

も知らないうちに会長になってしまいま した。
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初、は、インディアナポリスにいきましたし、アト

ランタにも行きました。向こうは子f共まてAれて

来て、賑やかです。 日本の選んだ人の集まりとど

ういう J!liI.に司 ~iJ 手 11 して い くのかと，Eっている |村に、

アーピ一国際会長がきて、会員を増やせっていう

んです。岩田君が協力してくれて、新宿に作るこ

とにな った tいう と、 とても 喜んで、帰っていきま

した。向こうのキワ ニスとこんなに違っていて E

うなるのか t思っていました。国際年次総会では、

日向が歩け ないほどの暑いフェニ ックスに行きま

した。 これも完全なお祭りでした。アーピーは、

いまだに手紙を寄こし ています。その後いろいろ

なことを克服して立派になりました。匡|際理事会

のメンバーになると日本とは違って、エリー卜意

識が強し、ね。社会に貢献するというのは、文化面

でも良〈出て、 今は環境ね。 これをだんだん取り

上げていくのも時代に則している o

水島 80-81その時の一緒に合った連'1'の親交は、

いまだに続いている 。本当に大切にするね。 FI本

人とはぜんぜん違う 。

安藤 毎年手紙がくる。今度liニューオーリンズ

で集まろうとか。

重崎 向こうて¥レクチヤーを受けている聞は、

j先脳を受けて、そういうものかなと、これはやっ

ぱり日本の土壌には慣れないなと。

木戸 僕は悪名高き弁護士ぶりをやって来たので

上回(隆)元会長
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会議てやは、同じ様な こと をいってきま した。

小島 片桐さん、上回さん、会長としておやりに

なったお仕事の中で、思い出j栄いものは。

片桐カ

/ルレイス、ア卜ランタにも4行Tきました。会員増強問

!題辺カがt非常にtげlド」lて来るんだけど、安藤さんみた L、に

はっきりとしたことを言わず、のらりくらりと逃

げInlった党えがあります。最後のH寺問題に なった

のは、女性r::1題と会費の値上げてやす。15年前岩田

さんがガノfナーの11寺、ウィ ーンにも行きました。

レディスデーは始めからありましたね。三~i命さん

が尚二談をされたり、永谷さんの~fÍ\とか。

小島 楽しいということは大事です。

小菅 あのぐ らいやっていただくくらい、皆さん

が頑張れると L、L、んですが。

上田 20賠] 1_1~の H寺、アリソごナのフェ ニ ックスであ

りました。増強委員長から最近は、 9名のクラブ

があるなど、増強のr:i1J題に日本ももっとやらなけ

ればいけなレ等考えながら帰ってきて、それから

1011三、14クラブで1500名です。 そういう状態です

が、日本もクラブを増や し、 会員 も増やさなけれ

ばいけないんじゃないかと，思います。30周年・て。す

から何らかの目標を立てるなり何らかの方策を立

てていかなければな日らく 40周年を迎えても、同じ

Hkな状況にあるような気が します。向こうか ら人

が来て、懇親会てい必ず会員増強の話が出ま す。FI本

杉浦元会長



はだめだと思われているんじゃないか t思います。

心を合わせてやろうと思えば出来ない こと はない

と思います。40周年を迎える時は、倍増も可能と

思います。

池辺 それに関して私の会長の時、新宿にキワニ

スクラブができました。その11寺の記録をもらいま

したので読んでみます。 1983年新設委員会ができ

て、藤川一秋さんが始めの委員長になられ、新宿

設立の委員長でした。 61年初jめ病気で倒れられて

61年 2月東京キワニス役員会で新宿スポンサーが

正式にきまり、63年 9月設立が正式になりました。

藤川さんの後は、徳永さんが引き受けられて、大

部分の会員を勧誘されました。東京クラブからは、

過渡的措置として 9月までは移籍を認めるという

ものでしたが、結果的には、徳永さんが移られた

だけに留まりました。若い方が50名、新宿クラブ

の設立は、大部分徳永さんのお力に負います。大

変幸いな ことに、 古川健次郎さんという BBS連盟

の会長さんを、初代クラブ会長になっていただく

ことができました。

木戸 私の時、和歌山にクラブができました。姉

妹都市ベーカーズフィ ーノレドからの一種の外圧と

いうか、市が強力な核になりました。

小島 75周年記念事業をされましたが。

安藤 「キワ ニスの森」 もその一つです。場所を

探すのに、片桐さんが、都知事のご縁戚に当たら

れ、お願いに上がりました。 「集まる 」目的て続い

ています。「慰霊の泉」が出来て、 20周年の時修理

しました。 これを機会に会員のボ、ランティア活動

のおそうじが始まりました。ある会員の方から、

戦犯も一緒に把つであるのでや釈然としないなどの

意見がありましたが、松平宮司のお話によれば、

靖国としては言い訳は しな L、。政府の責任て裁判

で亡くなられた方は、戦死者と同一に扱うという

のが政府の方針でお紀りしてあるそうです。速く

から朝早〈来られた方など昨年初めて、記念品を

さしあけ‘ました。環太平洋学生キャンプに毎年話

をしに行〈キワ ニスリ ータ事ーシッフ。 トレーニ ング、

セミナーをやっています。 ここに講師を派遣して

います。第一回安部、 内田 第二回川畑、 第 3回

坂部さんと私カfl、きました。明日を担う青少年に

貢献する目的です。

小島 安部先生は、今も エイズ問題でご指導をい

ただいておりますが。

安部私自身は、キワニスの思い出は、何も彼も

赤沢先生のお蔭でございました。おっ しゃること

は、はいはいと I甘い、てまいりましたが、かなり IlrJ

くのになかなか襲mしいことをおっ しゃいます。キ

ワニスに入って間もなく東京大学に騒動が起きて

まいりました。私及び周りの人が研究室にも入れ

ないのを切り抜けた。これはキワニスのおi益。赤

沢先生が しっかりやれというもんですから、ゃっ

たと 言 うことかもしれません。東京ク ラブの会長

にしていただいて、これが人生にと って今まで目

隠しをしていたようなのが、視野が広くなりまし

た。私が内科学の教室を主宰 して おりますその医

者逮にも私の経験とは違った修行時代が出来た t

思って います。キワニスに入れてT頁きま したこ t

が大変な強みとして、皆様のお役に立っています。

会長の時は、 i藤蕗田カ

トンに参りま した。初、は留学時代ヒューストンに

行ったことはありましたが、キワニスで行くとい

うと アメリ カ人の評価が違ってきます。キワニア

ンとして、 しかも プレジ.テマントとして出席して、

大変得をしました。 そのとき女性を会員 とするか

会費を上げるという ことの議論でした。やがて日

本でもこのようになっていくのではないかと感じ
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片桐元会長

ておりました。

安部 安藤会長が、ボ、ラ ンティア委員会いづの

をEうしてもやれというので、青少年のパンパシ

フイ ツク学生キャンプで、キ ワニスリーダーシッ

プトレーニ ングセミナー というのをやったり、安

藤先生の代から、赤沢会長に、引き継くや訳ですが、

キワニスの森計画で、葛西臨海公園に桜そ植えた

りしました。今魅力あるクラブ作りと 言われてい

ますが、会員自身が、考えると 言 うことが、魅力

あると 言 うことになるのでやはないかと，思います。

話をする人が考える ことは、勿論ですが、会員自

身が、この会は、素晴らしいと 言 うことを、再確

認していただく運動を起こして行かなければいけ

ないんじゃないかと思います。例会のお話を聞い

たり、皆様方にお目にかかったりすることが、魅

力でございま すから。

私は、只今の会の運営て¥魅力あるという ことで

充分でないかと思って居ります。私は、 この啓蒙

をもう少しやるべきだと、思います。

小島 赤沢さんの時に委員会活動とか、組織的に

活発に考えられたと思いますが。

赤沢 最初か ら20年位木戸さんと一緒なんですが、

メンバーシップをやっていました。委員長も やり

ました。メンノfーシップにはうるさ型が5名いる。

それは、木戸、青山、 高橋、赤沢、坪内。大分い

われましたが、クラブ新設、女性会員問題、全部

メンバーシップ委員会にかかってくるので、なに

しろキワ ニスクラブの、軍記底抗己の中心であると

思いながらやってきたつもりです。今になって振

り返ってみると、いくつかの問題がありました。

赤沢 やっぱり会員を増やさなければならん。10

年後のキワ ニスの年齢構成をそのと告の現会員で
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小菅会長 赤沢前会長

分けて、圧倒的に60才以上が多〈、 いまからシニ

アクラブと言うのを作って、たま たま例会以外の

後の行事は、全部一緒 というのを箇条書き にして

出したところ、大騒ぎにな って、怪 しからという

話があって、年寄りを別扱いにする のは何事だと

・・中山恒日月さんの会長の頃の話ではなカ、ったか

と思います。お叱りをうけてえらい怒られて早速

引っ込めたんですが、例会出席の自由度を待った

クラブ、どっちでも 出られる クラブの提案が、誤

解されてしまいました。ただあれから 10年以上経

ってみると確かに想定通りで、 キワニ スの会員は

圧倒的に60才以上の人が多〈、分けてやれば、シ

ニアクラブはどんどん60才以上の人を入れれば良

いし、若い方は若い人を入れてやれば良いのです。

聞いてみると若い人I:tt'うも斯界の先輩がおられ

て小さくなって、意見を言うのもどうかという…・・・

空気が今でもあるんですね。当時も相当あった。

若い人も集まって、どんどん発言 してクラブを発

展させたらよいという発想で、東京クラブは、二

つになりますから当然会員は増えるという ことで

あったわけです。

安部 医学的な立場からた しかにシニ アク ラブl
ジュニアを、決めるのは、カレン夕、、ーイヤーて。すが、

構成する根拠はないわけです。木戸先生や私のよ

うに、 sl令を重ねておりますが、木戸先生は、ご自

分は年をとったとは認められない。私も然り ていす。

これは若い方と接しているのが大事です。

赤沢 大分誤解があったようです。インタ ーナシ

ョナノレのことも 気になりましたが、出来て25年以

上経っているので¥内部の見直しをするこ ともあ

って、規約改正委員会を作りました。いろ いろ規

約について議論がありましたが、 社団法人の定款



を変えるとなると今の役所は、重箱の附をっつい

たようなことを言いますので、あの時の定数を読

みなおしてみると実に乱暴な、今てやはとても許可

なんかとれっこない。いろいろ議論があって、厚

生省の凶本正淑さんにお願いして超特急でやって

いただきました。寄付の免税団体にするというの

で、大蔵省に3、4人いましたので、「よし分かった」

と、免税団体指定も 10日住で出来ちゃったんです。

これは、手11尚さんが、思い出に書くと言っておら

れます。これを改正するとなる t全文改正する こ

とになるものですから、社団法人の定款というも

のの範囲で、運営上もうちょっと改正できること

は、改正してい こうし大きな問題、総務委員会の

ことがありました。重要事項は全部総務委員会で

決めることになっていたんです。じゃ役員会とか

各委員会の委員の集まりは、どういう風にすれば

良いのか、いろいろ議論がありましが、今あるよ

うに、総務委員会を廃して、総務会に切替える こと

になったわけです。 これは会長の最高諮問機関 と

いう位置づけになりました。これは非常に大きな

改正になったと思います。もう 一つは、会長、 役

員、委員長な どの任期を一年てはどうかという気

がして、他の法人並仁 2年に変えたらどうかとい

うことに なりました。定款には一年ということに

なっていました。ただし重任は妨げないというこ

とに変えたらどうかということになって、ご賛成

をいただいて、二年という ことで進めております。

東京クラブの会員の問題も当時メンバーシップを

中心にいろんなi義論がございました。スリーピン

グメンパーと言われる方もある意味では、クラブ

に貢献 していることになるので、財務委員に入れ

たらということで財務委員会にお入りになってい

ると思います。そうやかましく言う必要もないの

で、出席不良の大部分の方は、財務委員会にお入

りになっていると思います。40代50代の若手の方

に入っていただいて50人前後の若手の方に入って

いたfごいたと，思います。

そういうことで、後、 小菅さんにお願いして、や

って来ているように思います。「キワニスの森」は、

私が、会長の時に出来上がったので、毎年お花見

例会というのをやってい ます。 こういうこともボ、

ランテ ィア委員会の一つのモニュメン卜てやすから

統けてやっていただきたいと思います。

小島 私は中国の老、壮、青三結合 と言う 言葉が好

きで、やっぱり、月IJのものを作ってというよりは、

老、壮、青お互いのカを合わせる方が良いと思いま

す。私l.i知らない内に、壮のところに来ちゃったと

思うんですが、40代50代の10年15年を考えますと、

若い方々の参加が大事だし、若い方が魅力あるク

ラブということで存i極的に出てこられるというこ

とを考えませんしキワニスの将来はないと思い

ます。最近、年賀状なんかにも、若い方がもう少し

面白く出来ないものでしょうかねと 書いておられ

る方が何人かおられました僕のところへ。これは

執行部として これから考える時にやっぱり若い人

ということを考えて行かなくてはと思います。記

念のパーティ ー もありますし、 30周年現会長とし

て、年頭に「三十にして立つ」といわれました。

小菅 ここにあってのキワ ニス、 これからのキワ

ニス をというお考えでしょうか。前向きの方をお

願い致します。先輩の皆さんから有益なお話を伺

いました。今やっている ことも皆さんのやってい

ること良いことを踏襲しているに過ざない。 しか

し、さ っきから会員の増強の問題もありますが。

要するにこの会員であることが誇りであると思う

ような会でないい、けない。私自身この会に入れ

ていただL、た時は非常な誇りて¥この会こそ官民

学識界の最高峰が入っ ていると 。他のロータリ一、

ライオンズにはなくてこの会だけだと。特に東京

司会の小島広報委員長
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クラブは。生活シンボノレを自分てや引き上け、たとい

うつもりでおります。官民学識経験者が入ってい

るだけに、どの人も自分の属している以外のこと

をl吸収できるということが良いと思います。 この

ことを考えれば、 例会なんか、政治、経済、文化

が大体 1/3づつになっていて非常にうまくやっ

ていただいています。 しかも時代に合ったもので

すので、オピニオンリ ータ守一的にもなれるし、こ

の会が、例会を今のようにやって行き、外の活動

もやって行けば、もっと魅力あるクラブになると

思います。残念ながら、京都旅行会をやりました

ところ、 委員長 t私 と二人fごけという…・・・皆京都

に行くという 意欲を失っている 。皆さんと 一緒 に

行ったら楽しいじゃないかと 。安部先生が仰った

ように、年齢のエイジじゃなくて、心のエイジを

若くして、若く魅力ある会にしてもらいたいと思

うんです。東京キワニスクラブは、日本の14ある

キワニス クラブの、やはりリータ守ークラフーてゃあり

ますから、匡l際キワ ニスクラブの考えていること

と日本地区の調整に苦労されている・一-重111奇さん

なんか洗脳されてという 言葉を使っておられます

が、いろいろ教育を受けて持って帰って米た場合、

それを受けにくい場合は、やはり東京クラブがあ

る意味で、 リーダーカンパニーとしての自党をも

ってそれについていかなければいけないと思いま

す。 YOUNGCHILDREN : PRIORITY ONEと

いって昨年エイズの問題もありま した。早速安部

池辺元会長 安藤元会長
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水島元会長

先生にエイズ、委員会を作っていただき、委員長に

なっていただきました。非常に内部的にも充実し

てきていると思います。 もう 一つ今年は、降って

湧いたように、 ヨードの問題が出てきました。受

け入れ仁<<、日本には直接関係のないものであ

りますが、キワ ニスクラブは、社会奉仕的なこと

をやらなくてはし、けないので、拒否反応や意見は

ありまし ょうが、キワ ニスがやろうというのです

からこれにi添った到jきをしないとリータゃークラブ

としての活気がないじゃないかと思います。東京

クラブには二つのことがあって、日本地区のこと

を受けて他の13クラブを引っ張って いく、又、東

京キワ ニスクラブは今のように活動そ魅力的なも

のにしてし、〈 。若い人が入ってきた時、古い人が

若い人に出来るだけ声をかけて欲しい。火11在会が

現に理想的なものと して動いているので、ああい

う風に食事の前にもっと、もっと会話が出来るよ

うに、 一言 も話さない人が居たら、話しかけて上

げなければいけないんじゃないかと，思います。30

周年で赤沢さんからも、何か残すものをやれと 言

うわけで、準備委員会を半年も前から、いろいろ

やっているのですが残念ながら、まだ残すような

ものは見当たりません。「慰霊の泉」の横に木を植

えるという こと などが考えられて、可能で‘あると

良い と思うのですが、取り敢えず30周年のファミ

リーデーを企画してお りますので、是非とも古い

人も出てきていただいて、我々を啓蒙していただ

きたいと，思っています。

小島 丁度予定時間になりました。何とか収める

ことができました。ご協力有り難う ございました。



@ 
「慰霊の景」・明治100年事業など
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「慰霊の泉」を柱とする

明治100年記念事業などの回想

三代事務局長

枚目喜義

ご存知の通り初代事務局長は、今は亡き小幡康

吉さん、 2代目が吉村一雄さん。私は 3代目とし

て創設翌年(1965年)の初秋に事務局長を命ぜら

れました。当時の会長は鹿内信隆さん(2期目)。

次の'66年度から原文兵衛さん(公害防止事業団理

事長、現参議院議長)0 '67年が北裏喜一郎さん(野

村証券副社長、後に社長、会長)、 '68年に篠島秀雄

さん(三菱化成社長)が会長になられ、私U'68年

の秋に退任しましたので、満 3年間 4人の会長さ

んにf士えました。

1965年の初秋の宵です。

当時のメンバーシップ委員会の高橋幹夫委員長(警

察庁交通局長、後に同庁長官)。赤沢E章一副委員長

(通産省重工業局次長、後に局長、日本貿易振興会

理事長)、武田豊副委員長(富士製鉄取締役、後に

新日鉄の社長、会長)の 3人の侍に、私1;;):赤坂の

小料亭に招かれて、 当クラブの会員としての資格

があるか、 事務局長の任に堪え得るかどうかの厳

しい試聞を受けま した。その席で 3人の侍から、

このクラブ創設の由来とその在るべき姿を説かれ、

3人の熱意と気迫に圧倒されました。そして、こ

の時初代、 2代の事務局長の立派な働きに劣らね

よう頑張らねば、 と思いました。忠生時に49歳で

した。

さて私が局長になって見るし会長はもとより

わが圏第一級の人物、会員数は発足時僅かに91名、
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その後漸増して150名を超えていましたが、会員が

すべて私を試問した侍に劣らず、元気滋刺、奇略

縦横、実行力抜群の侍たちで、 しかも官界、民間

各界を代表する 実力者ばかりの集団と知って驚嘆

しました。そ してこのような得難い会員諸賢に事

務局長と して奉仕することの出来る幸運を痛感し

ました。

会創設後 2年足らずですが、既に基礎が固まっ

て来て、ロ ータリ ーやライオンズなどとは明確に

異った、何かをやろうという気運が横撮 している

ように感じました。

主題の明治100年記念事業は、このような会の滋

刺とした雰囲気の中から自然に生まれて来たよう

に回想します。

当クラブが最も誇りと

するこの施設が実現する

までの経緯は甚だ重要で、

先ずこれを語るのが順序

ですが、完成された記念

碑がどんなものであるか

を、はじめに提示 し、創

由
来
と
施
設
の
概
要

「慰
霊
の
泉
」
の

設の経緯は、その後てややや詳細に述べた いと存じ

ます。

先ず1967年 4月18日に挙行されたこの記念碑の

除幕献納式の際、出席者に差上げた資料の冒頭に、

北裏喜一郎会長の〈慰霊の泉〉の由来 t題する実

に要領を得fたニ日明月快な挨拶文が載つておりますのててで、や、

これをここに掲げることにします。

〈慰霊の泉〉由来
社団法人 東京キワニスクラブ

会長北裏喜一郎

東京キワニスクラブは、東南アジアにおける第

一番目のクラブとして、去る昭和三十九年一月に

設立された国際的社会奉仕団であります。

私どもが昨年、創立満二周年を迎えるに当たり、

明治百年を記念して、将来末永く残る何か有意義

な事業を興したい、 との要望が期せずして会員の

問にj彰涛と して起り、その具体策として、戦後二

十年、ややもすれば一般国民から顧みられる こと

の少い靖国神社に心の龍った記念施設を造って謹



国の英霊を慰めよう、という気運が次第に高まっ

て参りました。

丁度その頃、故大西海軍中将の未亡人淑恵さん

が足、どもと同様な願いを持ち続けて居られること

を、産経新開会長の水野成夫氏より承わり、関係者

相談の結果、大西夫人の宿望を当ク ラフ、、が代って達

成しよう、とし、うことに意見が一致しました。

戦死者の多くは、死に臨んで「お母さん水を /J

と叫んで息守引きとる、 と聞いているのに、靖国

神社境内には この 「水」がない、豊かに汲んで飲

むこと のできる清らかな水を戦没者に、 一一これ

が大西未亡人の二十年間の悲願だったのです。

私どもは、大西夫人のお話を聞いて一様に深い

感銘を受けました。そこで、われわれが造る施設

も、大西夫人の宿望をそのまま実現するようなも

のに したい、即ち「慈愛に溢れる母が、その子に

清らかな水を注〈、、」そんなモチーフを具体化した

い、換言すれば、「水を捧げる母の像」を造りたい

というのが最初の構想でした。その時の「母」は

飽まで具象的な母でありました。

然し、その後、靖国神社当局のご意向ぞ伺ってみ

ると、「神社」の性格上、具象的な「母」の像は神社

に相応しくない、ということが判り、われわれもこ

れを納得することができました。そこで、最初の構

想、を改め、飽まで当初のモチーフを貫きながら、「清

らかな水」を主体と し、「母」は抽象的に表現して、

記念施設全体が靖国神社の雰囲気に調和するよう

な具体策を練り直すことになりました。

以上の経緯にもとづき、施設の設計は、抽象派

彫刻家に依頼する方針を樹て、当クラブ会員の福

田恒在君らの推薦により、彫刻家の井上武吉氏に

一切を委嘱する ことにな った次第です。

井上氏は、以上のような極めてむづかしい粂件

のもとで、如何に所期のイメ ージを抽象形態で造

形するか、非常に苦心されたようであります。そ

の結果、今日見るような、まことにユニークで親

しみ易い、美 しい作品をつくり上げてくれました。

次に、この記念施設のもう一つの重要な特色は、

大東亜戦争当時の激戦地の戦跡の石を収集してこ

れを展示したことであります。

この戦跡の石の収集は、戦没者遺族並びに靖国

神社当局の二十年来の宿望であり、殊に近年、激

戦地の遺骨の収集が甚だ困難であることが判明す

るに及んで、遺骨が無理ならば、せめて戦場の石

でも、との願望が極めて強くなって参りましたが、

残念ながらごく一部を除いて現在まで殆ど実現し

ておりません。

われわれは、この事情を知って、何とかこの機

会にわれわれの手でこれを実現し、遺族多年の宿

望に応えたい、と決意しました。

この戦跡石の収集については、幸にして、防衛

庁、運輸省、外務省、在日米軍等関係機関の絶大

なご協力により、ブーゲンビノレ島、グアム島、フ

ィリッピン各地、硫黄島、沖縄各地などより五十

一個が集まり、悉くこの施設に展示いた しました。

必ず遺族の方々に喜んでいただけるもの t確信い

たします。

なお、この施設の所要資金の大半は当クラブの

会員並びに会員所属の会社、団体のご寄付によっ

て賄われましたが、この事業の趣旨に賛同された

会員以外の個人の方々や会社からも多くの温かい

ご援助をいただきました。ここに、これら の方々

に深〈感謝の意を表 します。

最後に、 このささ やかな施設が、いささかなり

とも、 二四O万の英霊を慰めることができ、さら

に国民の皆さまの靖国神社に対する 崇敬と親愛の

心が少しでも、 高まるの に役立てば、まことに幸

いでございます。

施設の概要

設置場所靖国神社境内正面参道右側中央部(次

ページの略図ご参照)左上のスケッチをご参照のこ

と。なお、 Bの正面の床石の中央に、北裏会長(名

筆家として高評価される)の揮'辛により本記念碑

の名称が彫み込んであります。

施設の説明

.慰霊の泉

この施設のモチーフは、もう 一つの表現では

「清らかな水」とこれを英霊に献ける「母」です。

この施設では 「母」を具象的な像として表現せ

ず、抽象的な 「母」として表現しています。

45 



46 

慰霊の泉を東南方から見たスケッチ

この三角形の彫刻か ら直ちに「旬」 を連想す

ることは困苦ftかと思いますが、こ の内{日IJを眺め

れば、母の頭部と 豊かな胸を表わす優美な曲線

1 全体の而fj'1 !iI! 1] 17m 

約280 奥行 24m 
(約85坪) (イl!L5.4mの通路を合む)

2. ~13 五1I liiJ IJ ~ nl I )f~f本は lí li
(母のtlll象像) 奥行 7m ~ .~角形

(A) おき 3m 一
(鉄筋ホワイ トセ メン トfU..1f)

3， * !iiJ 1-1 ;::)附 16m'(1丑の彫刻lの 奥 行
下のプール) }奈 さ がJ35cm

(B) 
Iゅ屯 ーrrd~白 色 Jm 

的 2m

4， ljiJ([!4foliJtJ 血百 約4.5111
ノて，偶‘巧、ノ八Lレ〆 正月 さ約l.3111

(C) !平きが.J 30cm 

(村WI1¥!11:.しセメント打放し仕 上け，)

③ 1，右前の七つの三角形が「母Jのイ メージ

2.左側のパネルが戦跡石の展示場

となっており 、これが下の水に映えますので、

プーノレサイドまで近づいてこれを見るし恰か

も母の体内か ら、清ら かな、 豊かな水が、 泉の

如く湧き出て来 る感じを与えます。 この水は断

えずゆるやかに流れています。

・戦跡、の石のパオ、ノレ

南太平洋はじ め旧!被場から 集められた51佃の

戦跡の石は、 設計図のCのパオ、ノレに展示しであ

ります。(詳細は後述)

戦跡の石とその引渡式

「慰霊の泉」に展示する大東亜戦争当時の激戦

地の戦石の収集については、当クラフー会員の三輪

良雄さん(防衛事務次官)をはじめ本件に関係す

る省庁に在籍する会員諸賢の斡旋で、在日米軍司

令部、防衛庁、運輸省、外務省などの温かいご|動

力を得て1966年 7月以来、努力を続けて来ました

が、同年 8月26日には、プーゲンヒツレ島の戦跡石

10個を運輸省航海訓練所の練習船進徳丸より品川

埠頭にて受領いたしました。

また、グ、アム 島27イ問、 フィ ッリッピン 9イ回(コ



善春
平面図

51: 200 

レヒドーノレ島、 レイチ島、マニラ周辺)計36佃の

戦跡石は、現地側関係機関の協力によ って収集さ

れ、海上自衛隊練習艦隊に積載されて、同年10月

11日横須賀港着、翌12日午後 1時30分から、護衛

艦あかづき甲板上において、防衛庁、靖国神社、

当クラブ等の関係者列席の上、引i度式が挙行され、

水谷練習艦隊司令官から、当クラブ原会長に引渡

されました。 ここに掲げた写真がこの引渡式の模

様です。なお、このii攻跡石は 「慰霊の泉」着工ま

で、靖国神社の宝物館に保管されました。

A 参週 F プール
B スロープ G 広渇

C 階段 H 芝生
D ベンチ l 軸石

E.セメン 炉打誼し

正面図

L 
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戦跡石引;度式の実況

慰霊碑作者讃

福 田恒存評論家 ・現代演劇協会会長

「慰霊の泉」の製作者井上武吉氏を紹介してくれ

たのは美術評論家の岡本謙次郎氏である 。岡本氏

との符合は彼がまだ中学生だった頃からの事てや爾

来三十余年にEる。夜、は井上氏推薦の彼の言葉を

全面的に信 じ、キワニス ・クラブ文化委員の一人

として同委員会に井上氏起用についての賛同を求

め、その経緯を舎長に報告 した。幸にして全クラ

ブ員の受諾を得たが、そうな ってみると、正直な

話、一抹の不安が残った。

それは独り井上氏に対するものではない、今 日

霊芸術家 と称する人種全体に対する日頃からの私の

強し、不信感に由来する。彼等が余りにも己れを主

張し己れを表現する事に性急であって、社舎の要

求に応へ、費用に仕へる精神を失ってゐるか らで

ある 。「慰霊の泉」は戦死者を慰め、日本人全体が

彼等の孤独な最期を偲ぶ筋の記念碑であって、キ

ワニス ・クラブの存在を示す偽の記念碑てない事

は忽論、ま してその製作者の業践を残す震の記念

碑ではない。

しかし、さういふ私の不安は井上氏との数回の

会談で忽ち消滅した。設計図作製の段階において、

氏は終始吾々の言葉に素直に耳を傾け、己れの中

の霊芸術家を殺さうと努めた。 それが出来たのは単

に氏の人柄が穏厚篤実ていあるからだけていはない。
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幾ら己れを殺さうと努めても、いや、かへってき

うすればするほど、自分のうちの塾術家が純粋に

生き得ると いふ強い自信があったカ'らに違ひ無い。

それが私の独り合点てない証拠に、何よりも出来

上がったものを見て項きたい。

氏は己れを矯めて自然と僻統に仕へてゐる。流

れの上に覆ひかぶさる純白の壁面は日本古来の宮

や社に固有の簡素な美 しさを想はせるばか りでな

く、事実、千木、玉垣、鳥居の様式が取入れられ、

それが見事にtl11象化されてゐる。 しかも、それが

周囲の芝生の勾配と共に九つの複雑且つ轍密な遠

近法によって構成され、実際は狭い面積にもかか

はらず、その前に立つ者を深〈懐に抱きこむ大い

さを感じさせる。白の壁面を仰 ぎ、その下の黒い

石の上を流れる ー僚の清い水を眺める時、吾々の

視線1.:J:当然その源に測るであらうが、そ こにも微

妙な遠近法カ滑i}jし、てゐ て、吾々はその泉が踏み分

け難L、深山から湧き出てや来ったものの様に感じる

に違ひ無い。あるいはそ こに慈母の奥深い11台内へ

の郷愁を覚える者もあらう。

これはもはや草なる彫刻ではな い、建築である 、

いやそれ以上のものである 。草なる記念碑でさ へ

もない。 それは風雨にさらされながら自然の一部

t化し、神域に包まれ神域を包みながら、自然に

還った戦死者の霊を慰め績けるであらう。

自分の作った物が自分を越え、自分の作品て、も

なくなって、独 り歩き し始め自然の効用を果 し得

る様な物を造り 出し た井上武吉氏に心力、らの讃辞

を贈る 。

井上武吉 (いのう えぶ きち)略歴

1930年奈良県室生生まれ

1962年 第 5回現代美術展出品 〔優秀賞受賞〕

1963年 第 7回サンパウロビエンナーレ作品

1965年 第 8回日本国際美術展招待出品

〔優秀賞受賞〕

1967年 靖国神社の英霊のための記念碑、慰霊の

泉。 制作



1968年 第 l回神戸須磨離宮公国現代彫刻展招待

出品(大原美術館賞受賞〕

1969年 彫刻の森美術館設計、完成武蔵野美術大

学助教授

1972年 アメリカ合衆国国務省の招待により波・米、

現代建築を視察

1975年 池田二十世紀美術館の設計、完成武蔵野

美術大学教授 (76年に辞任)

75ドクメンタ コクレションに出品

〈カッセノレ芸術協会ギャラリ ー〉

1978年 国立ベルリン美術学校客員教授

1979年波仏 (84年まで)

1981年 『井上武吉 my sky ho le~ 展開催

〈ドイツアーへン市ノイ エギャラリー、

デンマークへノレニング市立美術館に巡回〉

1983年 『宇宙時代』編に、mysky holeの内部空

問。を出品〈パリ ボンピドーセンタ ー〉

1985>=!三 イタリア ファットリア ・テ、¥チエレに

ホmysky hole 87砂制作 (90年に完成)

1987年 『井上武吉 my sky hole 87道一宇宙』

展開催〈三重県立美術館、国立国際美術

館〉

1991年東京都新庁舎都民広場のためのモニ ユ

メン卜、mysky hole 91-TOKYO" f¥jIJ作

マドリッド国際会議場公園に my sky 

hole 91-MADRID"制作〔マドリッド市

文化功労賞受賞〕

伊丹市平和モニュメント及び地下めいそ

う空間、mysky hole 91-4 IT AMI"制

作

第22田中原悌二郎賞受'此

1992年 第17回吉田五十入賞受賞

このほか国内外で作品を発表

[著作]

「彫刻をつくる 」を共著、美術出版社 1965年

rbukichi inoue my sky holeJヴアンテアン 1989年

現住所 干247鎌倉市山ノ内242-5

電話 0467-24-1274 

.r慰霊の泉」除幕献納式の挙行

1967年 (1昭和142年) 4月18日閃午后 2時30分か

ら4時30分まて、靖国和11社において厳粛のうちに

掠大に行われました。この記念碑建立の契機とな

った大西海軍中将の未亡人淑恵さんはじめそのご

関係各位、戦跡石の収集にご協力下さった米軍及

び防衛庁、運輸省、外務省等の関係各位、靖国ネ111

社関係各位、崇1技者総代、施設の設計者井上武吉

さん、建設を担当された北野建設の社長さん、 当

クラブ会員全員。会員所属の会社、団体で特にお

世話になった方々、会社、団体でご寄付ーを願った

法人の代表者、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の

報道関係者など併わせて約700名の方々をお招きし

たが、 150余名の方々のご出席をいただきました。

先つ守奉納奉告祭が靖国神社本殿て¥池田権宮司

以下の奉仕により、当クラブ主要役員、大西夫人、

北野建設の北野社長さん、彫刻家井上武吉さんな

どの参列で行われました。

次いで除幕式が出席者全員にご参加願って、慰

霊の泉の現場てや挙行されま した。自衛隊の吹奏に

よる国家斉唱、参列者修誠、大西夫人及び北裏会

長令嬢による除幕、 「匡|の鎮め」吹奏(自衛隊)、

清融奏上、北裳会長 泉に水を滴す、 ri1i}.征かば」

吹奏などで全員感動のうちに終了しました。

多くの関係者に取っても、私にとっても生涯忘

れ難L、儀式でありました。

次いで同じ;場所てや献がj式が行われました。

先ず北議会長から筑波靖国神社宮司に対し献納

目録書贈呈、宮司より会長へ感謝状並びに記念品

贈呈、会長から井上武吉氏、 北野次登氏、大西淑

恵夫人に感謝状並びに記念品贈呈が行われました。

最後に直会(なおらい 祝賀会の意)が慰霊の

泉の東側で、参列者全員によって賑やかに行われ、

施設の完成を祝い、午後 4時30分に閉会しました。

なお、参列者全員に対し 「慰霊の泉」記念碑の

パンフレツトが配布されました。
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慰霊の泉除幕献納式の実況

余話 設計を井上武吉さんに依頼した経

緯、 井上さんの着想、の妙、 作品の

すばらしさ、などなど

井上さんの人物や作品については、初、が最 も尊

敬する芸術評論家の福田恒存先生が既に、慰霊の

泉作者讃て¥明日析で格調の高い名文で激称されて

おりますのでい多 くを触れる必要はありません。

当初当クラブとしては、 1965年10月に設立され

た明治100年記念事業委員会を中心に、こ の碑の作

者を誰に依頼すべきか議論があった と言、当時木

彫の大家で仰像彫刻の第一人者と言われた沢田政

廃さんにお願い しよう、 ということで意見がほぼ

一致していました。 ところが肝心の靖国神社当局

のご意向では、神社のご神体との関係、で、具象的

な形は困るという ことが判明したため、 急、j車、抽

象彫刻家井上武吉氏に委嘱することになったのは、

北裏会長の挨拶でお分りの通りです。

その時井上さんを推せんして下さ ったのが福田

恒存さんてい、当時優れた抽象彫刻家にどんな方が

居ら れるのか担当委員の方々も私も知 らなかった

ため、福田さんのご推せんにより、すんなり井上

さんに決ま ったわけです。(勿論会長以下全会員の

快諾を得て)

きて最初に私が井上さんに会っ て驚いたのは、
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次のような ことです。

サンパウロビエンナーレ(このブラジ、ノレ

の大都市サンパウ ロで 2年に1回づっ開催

される権威高〈有名な美術の世界的祭典)

に若冠34歳の井上さんが日本代表に選ばれ

て作品を出品して大へんな好評を得たので

すが、当時の文化先進国の政治的な圧力てや

大賞を逸 した ということを知りました。

これだけ示れば、成程と納得するのです

が、お目にかかった時の印象は、何しろ35

歳の青年です。失礼ながら、こんな若僧が

われわれの期待に応えてくれるのか、 と私

は秘かに疑い心配しまし た。(沢田政廃先生

とは正に対照的ですか ら)

しかし井上さんと会談を重ねて行くうち

に、いわゆる芸術家ら しい独得な嫌みが少し もな

く、謙虚で、清測で研究熱心で、好感の持てる青年

芸術家という 印象を得るようになり、 これな ら井

上さん と労苦を共に して立派なものが出来るとい

う予感を持つよう になりました。

井上さんのそれからの勉強は大へんでした。 わ

れわれの求めるものは、常識的な記念碑ではあ り

ません。「母の献げる、清い水」、 「慰霊の泉」の抽象

的表現という精神性の高いものですから、井上さ

んが設計に着手して暫く してから試作品の設計図

や見取図が何点か出来ま したが、それらは従来の

記念碑の常識であるピラミッド型て¥外形をどう

工夫 しで も、 仰ぎ見る型 となり満足で、きるもので

はあり ませんでした。

その後井上さんは、 日本の代表的な神社建築、

即ち伊勢神宮、出雲大社等々を詳細に調査し、苦

心惨慌の結果得た結論ji、常識的な記念碑の型を

取らず、逆ピラミッ ドにす ることでした。

英霊は今や靖国神社い、う母なる大地に抱かれ

ておわす、その母なる大地から清い水が湧き出て

英霊に献け、 られる。 このようなイメージを実現化

するためには、記念碑は大地に根をおろさなけれ

ばならな L、。即ち逆ピラ ミッドの型にならざるを

得な い。 これが井上さんが到達した記念碑の絶妙



なイメ ージ、だったのです。

花、は井上さんからこのイメージを知らされて感

動しました。当ク ラブの皆さんも、靖国神社の方々

も皆喜んでくれました。

何しろ着工しでから半年足らずの施工ですから、

井上さんもこれを施工された北野建設さん(社長

は当クラブの有力メンバーで、井上さんの強力な

推せん者の l人)も正に犠牲的な苦労をされまし

た。井上さんは自分の仕事には極めて厳しい、 H寺

には怖い人ですから、施工された現場の方々はし

ばしば泣かされた、 と聞いています。私は週に一

回は現場に行って激励 しました。

竣工した姿を見て予想以上の出来栄えに、相、と

井上さんはともに感泣しました。

この作品が如何に優れたも のかは、現場をよく

見、福田恒存先生の作者讃を読んで下きればご納

得いただけると存じます。なお、 この記念碑は、

一般公開後俄かに内外の評価が高まり、彫刻l界や

建築界では大きな話題となり、その後井上さんが

空間造形作家として活躍する際の大きな飛躍台と

なりました。 それは井上さんのその後の経歴が如

実に証明しております。

この記念碑は、作者の名を越えて靖国神社と 一

体となり、英霊を慰め続けると信じます。

「慰霊の泉」実現までの経緯

1967年(昭和42年)は明治100年に 当たるので、

これを記念してj守来末永く残る何か有意義な事業

を興したいとの気運は、当クラブ創設後、毎週の

例会や各種委員会の会合などで漸次高まって来ま

した。鹿内初代会長の時代にもその声はありまし

たが、 65年10月、原文兵衛さんが、二代目会長に就

任されてから、その声は急速に高まり、この気運を

具体化するため、 当クラ ブの総会において、 当クラ

ブに「明治100年記念事業委員会」なる特別委員会

が設置され、高木昇副会長が委員長に、北野次登さ

ん、牛山善政さん、有国一寿ーさんが副委員長に、有

国通元さんはか14人が委員に委嘱され、この委員会

で本格的な立案が行われる ことになりました。

この委員会て最初に取りあげられたのが慰霊の

泉でした。私どもはこの委員会が設立される以前

に、特攻の生みの親と言われ、終戦日の翌早朝、

最も 過酷な方法てや壮烈な白刃をとけブJ故大西j町長i

郎海軍中将の未亡人淑恵夫人の宿望は、産経新聞

の水野会長から拝聴しておりました。委員会が発

足してからは、淑恵夫人に委員会に出席していた

だいて、大西中将の夫人宛の造言のこと、靖国神

社の英霊への熱き思い入れなどを詳細に聴き、わ

れわれは深〈感動するとともに、当クラブの明治

100年記念事業は、慰霊長の泉の建設が最適である、

との確信を得ま した。

その後、当委員会が中心になって、何回も真撃

な協識を重ねた結果、北裏会長が'67年 4月18日の

記念碑除幕献納式で述ぺたく慰霊の泉〉由来(前

述)や私が前にく余話〉として補足的に述べたも

のに結実して行った次第です。(詳細は省略)

きて、以上の経過により、どのような施設を造

るかが固まって来るし建設費は幾らになるか、

これをどのように調達するかが問題にな ります。

また設計者は井上武吉さんに決っても施設全体

の工事をどの社にお願いするかを決めなければな

りません。そこで工事については、鹿島建設、藤田

組、戸田建設、飛鳥建設、北野建設の 5建設会社に

属する当クラブ会員が協議の結果、北野建設が施工

に当たり 、他はこれに協力することに決りました。

この結果を受けて、井上武吉さん、 北野次登さ

ん(明治100年記念事業委員会副委員長)の両者が

検討協議の結果、建築費(設計事|を合む)の総額

の概算は1，500万円となりました。

明治 100年記念事業資金委員会の設置と活動

この資金委員会は、 北裏会長になって間もなく

1966il三(昭和41年)10月に、 当ク ラブ総会の議決

によって設立されました。何しろ1，500万円という

巨額な資金を、ネ士会奉仕事業のために調達するわ

けですから、当クラブとしては、最強力なメンバ

ーが委嘱されま した。以下の通りです。

会長 鹿内信隆

委員長 原文兵衛
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副委員長五島昇北袈喜一郎 高木昇

幹事長 加藤武彦

幹事 飛鳥斎 北野次登 有田一寿

委員 小坂徳三郎 はか22名

さて所要資金1，500万円の調達方法については、

当委員会て"ttlJ議の結果、一般公募は行わず、会員

からの寄附並びに会員所属の法人・団体か らの寄

附により賄うことに決まり、 1967年 1月6日付を

もって、当委員会の鹿内会長、 北裏委員長、 加藤

幹事長の連名で、全会員に対し、明治百年記念施

設 「清レ水 t母J (後に慰霊の泉 と改称)の建設資

金に関しお願いの件 の文書が発送されました。

なお、この文書においては、寄附の要領として、

所要資金の大半を、会員所属各社より のご寄附に

依存することとし、各社より の寄附額を一口拾万

円とし、各社の規模その他のご事情を勘案の うえ、

最低一口より最高拾口までの段階を設け、ご寄附

を願 う際の目安 として 当クラブがご寄附をI騒いた

い金額を各社毎に明記しました。

また記念施設の献納式は、本年 4月18日を予定

している ので、 1月末までに各社のご内意を いた

だき、 ご承諾の場合は、 2月末日までにお支払い

願う ことにし ました。なお、会員個人からのご寄

附は一口2000JIJとし、できる限り多くご寄附願う

よう、毎週の例会や委員会てやお願いして来ました。

きて以上のような方針が決まるのに前後して当

クラブとして大きな問題となって来ましたのは、

会社や団体が寄附を行う場合、各社に決められた

法令枠を超えて寄附を行うしその額はその社の

損金に算入されず、利益と見倣て税金の対象 とな

りますので、高額の寄附は容易でないことです。

当ク ラブへの寄附が、大蔵省の許可を得て、損金

算入がでちれば、寄附がやりやすくなります。そ

のため には当ク ラブが大蔵省に申請 して、 寄附金

の指定通知を受けなければなりません。

ところが困ったことに、 当ク ラブI;l:，任意の団体

てや法人格が与えられておらず、このような団体が

申請を出しで も大蔵省で受理してくれません。

そこで当ク ラブは先ず早急に社団法人になる必
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要があるわけで、寄附金の免税問題はその次の仕

事になるわけです。

当クラブの社団法人成立許可申請

当クラ ブが実力を発悔するのはこれからてやす。

慰霊の泉の除幕披露は 4月18日と 決まっています。

僅か 3カ月の聞に、社団法人に なり、 寄附金の指

定通知を貰い、1，5007J円を調達しなければならな

いのです。

先ず社団法人の労から -

当ク ラブは社会奉仕団体ですから、 主務官庁を

求めるとすれば、先ず第一に厚生省です。そこで

当時 しばしば相談相手になっていただいた赤沢時

一会員などの推挙 もあり、当時当ク ラブ会員で、

厚生省社会保険庁長官の山本正淑さん(後に同省

事務次官、現日本赤十字社社長)に相談したとこ

ろ、早速私のところでやりまし ょう。 との返事を

いただきました。私は早速、 山本さんのご指導に

より設立許可申請書を作成 して'67年 2月10日付

で、社団法人東京キワ ニスクラブ成立代表者北裏

喜一郎名で厚生大臣坊秀男殿宛に提出しました。

社団法人の設立許可につきましては、勿論山本

さんが中心になって強引に進めてくれましたが、

関係官庁である文部省所属の天城勲会員 (当時管

理局長、後、文部次官)や会員で当時東京都の副

知事の鈴木俊ーさ ん、法務省の特捜部長の河井信

太郎会員などのな世話になったと記憶しています。

当ク ラブの社団法人設立は、 2月27日付で厚生大

臣から許可されました。申請してから 2週間余り

で許可されたのです。正に異例の早きです。 これ

も山本会員を中心とする関係会員の尽力の賜もの

と深謝せざる を得ません。

特定寄附金及び指定寄附金に関する指定申請について

次I;;J:各社からいただく寄附金の課税を免除 して

貰うための手続きが必要です。

本件の主務官庁は大蔵省ですが、 同省には幸い佐

藤一郎さん(当H寺事務次官、後、経済企画庁長官)、

鳩山威一郎さん(当時主計局次長、後に、同省次官、

外務大臣)、泉美之松さん(当時国税庁長官)などな



ど同省の代表的人士が当クラブの会員になってお

りますので、これらの方々のご配慮を得て、慰霊の

泉の建設費用に充てるための寄附金は指定寄附金

として告示するよう、 1967年(昭和42年)3月 1日付

で社団法人東京キワニスクラブ会長北裏喜一郎か

ら大蔵大臣水田三喜男殿宛に申請を提出し、同年 3

月l3日付をもって指定の告示(大蔵省告示第35号)

がありました。これによって当該寄附金の課税が

免除となったわけです。これも申請して{韮か 2週

間い、う異例の早さで、佐藤一郎さんを中心とする

大蔵省の所属会員のご尽力によるものてすが、同時

に当クラブの実力ぞ如実に示したものと思います。

さて以上のようにして会員所属各社からの寄附

がかなり容易になったわけですが、それにしても

自社の利益には殆ど結びつかない社会奉仕団体へ

の寄附は決 して容易ではありません。毎週の例会

においても訴え、文書でも重ねてお願いしました

が、 3月を過ぎ「指定寄附の告示があっても、なか

なか1，500万円には達しません。4月18日の除幕献

納式が刻々と迫ってまいります。

そこで私は勇気密出して、 事業資金委員会幹事

長の加藤武彦さんに(当時三菱銀行専務取締役)を

三菱銀行に訪ね窮状を訴えました。加藤さんは多

忙にも拘 らず私の現況報告を詳細に聴取されるし

その場てやまだ寄附承諾のご返事のない重要各社所

属の会員に電話されて協力を要請されました。確

か大口寄附が期待される 10社IJe'に電話されたと

記憶しますが、加藤さんの要請に対し悲〈快諾さ

れました。私1.1.驚嘆の念を禁じ得ませんでした。加

藤幹事長の慰霊の泉への思い入れの強さ、加藤さ

んの人望と卓越した行動力、それと三菱銀行の威

光も加わって、予想外の成果が得られたと思います。

加藤幹事長のほかでも、鹿内会長、原委員長、

寄附金募集については陰に陽に積極的に尽力して

下さいました。その結果 4月18日の除幕献納式ま

でに目標の1，500万円の寄附金を項戴することに成

功した次第です。

「慰霊の泉」建設資金収支 (1967年 5月11日現在)

寄付金収入

会員所属会社 l3，800，000円

会員及び個人 1，217，519円

その他人金予定(会員社以外の会社からの寄附を含む)

1，150，000円

収入計 16，167，519円

施設設計建築費支出 14，000，000円

井上武吉氏と北野建設への

支払いの合計額

靖国神社へ寄附 2，000，000円

雑費充当

支出計

167，519円

16，167，519円

.会員有志、による「慰霊の泉」の清掃奉仕について

慰霊の泉献納当時は全く予想しなかったことで

すが、暫くしてから会員の阿部弘さん、鈴木義雄

さん、数佐三郎さんが正に自発的に率先してそれ

ぞれが経営される会社の社員 とともに、施設の清

掃作業を実施される ことになり、この奉仕活動が

長〈続けられましたが、 1990年の国際キワ ニス75

周年国際キワニス基金50周年記念に 当たり、東京

キワニスクラブの奉仕活動のーっとして、全会員

が輪番てや、火曜日と木曜日の朝、この清掃奉仕に

当たる こととなり 、今日に及んでいます。当クラ

ブの最も誇りとする社会奉仕活動のーっ と言える

と思います。このクラブが満30を迎えるに当たり、

この清例な奉仕活動を最初に始められた、阿部、

鈴木、数佐の 3会員とその会社各社の社員の方々

に改めて深甚な威謝を献けたいと思います。

明治100年記念事業の

ーっ として特筆する要が

あるのは、この記念講演

と思います。

毎週金曜日に行われる

例会講演のうち、約半数

を「明治100年記念講演」

に充当することとし、 100年の間に活躍した人物や、

重要な事件を回想する ことにより、「日本人とは何

カ‘」、「日本人は如何に生きるべきか」、「日本の今

後の方向は Eうあるべきカヨ」を探究しようとする

のがこの事業の趣旨です。

このため1966年のはじめ、原会長の時、従来例

記
念
講
演

明
治
問
年
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会講演の講師選考を行って来た事業企画委員会 と

は別に「明治100年記念講演講師選考委員会」が設

置され、次の 5氏が委員に委嘱されました。

中央公論社 笹原金次郎(当クラブ会員)

側文芸春秋 田川博一 "

財界研究所 山口比呂志(後1:当クラプ全員lなる)

東急エージ‘ェンシー 鳥居達也 (当ク ラブ会員)

当ク ラブ事務局 牧田喜義 " 

きて講演'の主題や講師の選び方ですが、 100年に

わた って重要人物や事件を、凡ゆる分野に亘っ て、

系統的、網羅的に取り上け、ることは、講演の回数

及び時間等のt¥iIJ約て¥ とても不可能なので¥限ら

れた特定の人物や事件を取上げ、その人物や事件

の背景、そのH寺代の実相を浮彫りすることが適当

であり、かつ興味深いと考えました。

この方針のもとに講師の候補として約40人の方

が選ばれ、 5人の委員が分担を決めて講演の受諾

方をおl預入、した結果、 28人の方にご承諾をいただ

きました。

前記の通り、この講演は 1か月 2IITIの割合で毎

週金眼目の例会講演の時間に実施するわけですが、

11IT130分では短かすぎるので、 この講演'に限り、

11IT140分とし午後 1fI寺 5分前に開始し、 1 U~'35分

にt冬了するようにしました。またこの講演は、 1966

年 4月 1日から始め'67年 3月末日までに終了する

こと としました。

この記念講演を していただいた先生方は以下の

通りです。
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1.新撰組の経済的背景

2.江戸から東京へ

3.国枠主義の系譜

4.二 ・二六事件の想ぃ1:1:'，

5.来像英機とその時代

6.山本五十六「死の暗号電報」

7.終戦始末秘話

8.1i没後二十年の内幕

9.明治の軍人・昭和の軍人

10.三代宮廷秘話

11.三代宰相論

12.三代蔵相外伝

13.三代疑獄史

14.三代財界人かたぎ

司馬遼太郎

池田弥三郎

児玉誉士夫

和田日，~I~吉

矢次一夫

阿川弘之

木戸幸一

大宅壮一

高木惣吉

入江相政

御手洗辰雄

小汀手IJ得

河井信太郎

三鬼陽之助

15. ~出ぃ出の中目41言。市たち 遠山 冗一

16.誇り高き資本家た ち 野田 一夫

17.三代男の花道 小島 直記

18.サラリーマン =代 坂本藤良

19.官僚主義いまと昔 制)11 隆元

20.2代文士かたぎ A寸、 東光

21.日本の大学=代 永井道雄

22.明治「二百年」への期待 松永安左衛門

以上の22編を「秘話・日本の百年」として出版する

(詳細後記)

23.女形からカブキ女優へ 戸板康二

24 . 亡匡I ~丙との la!il ~、 菅原通i斉

25.日本共産党のゆくえ ネrll山茂夫

26.三代を生 きたわが母 林 謙一

27.三代役人かたぎの変選 後藤文夫

28.三代謀略秘話 岩畔豪雄

以上の先生方にご登場願い大好評挫に当初の企

画通り記念講演を終了しました。

顧れば、私を除<4人の委員はこのような事業

の専門家であったので、それぞれが本企画のため

実力守発揮 していただいて成功を収めたのであり

ます。 また、委員以外の会員の方々からも多大な

ご援助をいただきました。厚〈御礼申し上け‘ます。

「秘話 ・日本の百年」の刊行

前記の記念講演の企画に当たっては、講演の終

了後、全講演内容を集大成し、講師の諒fq平を得て

適当な1:1:'，版社から「東京キワニスクラブ」の名に

おいて出版し、 一般に発売する方針を樹たており

ました。 記念講演が終了してから早速、講師選考

委員会にお いてその実現方法を検討した結果、以

下の要領で出版することになりました。

先ず出版することになれば、講師のご承諾が必

要です。講演依頼の際出版の構想、は概略申しあげ

ご内諾は L、ただいているものの、著作権の使用に

つき正式の ご承諾を願 うべ<1968年 1月22日付てψ

当ク ラブ篠島秀雄会長名を以って講師の先生方に

お願いの書翰を差上げるとともに、選考委員の方々

も個々にお願いした結果、前記22名の方々のご承

諾を いただくことができました。残る 6人の先生

方については、ご講演'の内容や出版書籍の紙数の

問題などで、当クラブ側の判断てや出版に採録しな



いことになりましたので、著作権使用のお願いは

しておりません。なお編集の最終段階で司馬遼太

郎先生が収録を辞退されたので、池田弥三郎先生

以下21名の先生方の講演を収録しました。

出版の書名 は前掲の通りに決まりました。

また、 !:H版社、本の体裁、販売方法などは、次

の通り決まりました。

1.出版社 大和書房

2.本の体裁 B 6変形判 本文272頁、ペーパー

パッグス並装 四色刷ビニーノレ貼

カバー付 売価 340円

3.販売方法

A.大和書房取引の取次庖を通じて全国小売

庖てい販売する。

B.キワ ニスクラブ会員の推せんを得て会員関

係に直売する。

この出版計画にもとづき 1968年 3月10日付で本

書が発行され販売が始まりました。

計画によれば、初版8，000-10，000とありますが、

何冊製本されたか、残念ながら私の記憶にも、事

務局の資料の中にもありません。ただ当初大和r書
房との契約て¥定価の 8%に発行部数を乗じた額

を寄附金として当クラブが受耳又ることになってお

り、当クラブの1968年度上半期の決算報告で、大

和書房より 236，000円の寄附金が入金になっており

ますので、これで逆算しますと発行部数は8，676ilH

t相成ります。大体 当初の計画通りだったと存じ

ます。これ以上の詳しいことは判りませんのでご

勘弁いただきたいと存じます。

慰霊の泉に代表される

明治100年記念事業とは

異なりますが、同じ時期に

当クラブの事業として最

も相応しし、ものが、相前後

して二つ創設されました。

最初がキワ ニス文化賞

で翌年度が社会公益賞です。 ご存知の通り、この

二つの賞は、当クラブの重要行事と して 後毎年

実施されて今日に及んでおります。

さて、文化賞の方は鹿内初代会長時代に設置さ

れた文化委員会において福田恒存委員長のも とで

協議されましたが、同委員長の意見に皆賛同して

キ 創
ワ E支

ス
文
化
賞
の

方針が決まりました。

福田委員長の意見によれば、現在芸術家と称す

るものが不当に尊重され、職人が不当に軽視され

る傾向にあるのは誤りである。古来日本でも外国

でも、作者不明の秀れた芸術品、文化追産は沢山

ある。芸術家と称する者が必ずしも秀れた作品を

造るわけではない。名利を求めない匿名の優れた

職人の作品に芸術家以上の名作がある。そのよ う

な優れた職人を発掘して賞を差上げ、職人芸に一

層励んていただこう、 ということです。

このような職人の選考に当たっ ては、福田委員

長のほかに、わが国の代表的美術評論家の今泉篤

男先生、 評論家で月刊誌 「室内」の編集長の山本

夏彦先生な どの専門家にお願い して、日年絵漆工の

第一人者・高野松山さんを選んでいただき、 1965年

に第一回のキワ ニス文化賞を贈呈しました。

この賞の実施方針は、
キ倉り
ワ設: 1965年の社会公益委員会

で決定され、 1966年吉村

明委員長の時に、第一回

目の賞が、彦根学園(重度

盲精薄児施設)の園長西

原正則さんに贈呈されま

ス
社
会
公
益
賞
の

した。

なお、受賞者選考に当たっては、厚生省の山本

正淑会員はじめ、文部省の天城勲会員などの各位

に大へんお世話になりました。

以上のほかに名古屋キワ ニスクラブ、大阪キワ

ニスクラブの創設について若干触れさせていただ

きたいと存じます。丁度明治100年記念事業実施の

最中に相前後して創設され、 J吾、生も精一杯お手伝

いさせていただいたからです。

このクラブの創設が固まるまでには、 1965年の

春以来幾多の曲折がありましたが、 '66年のはじめ

までの長期間、前高橋幹

夫メンノfーシップ委員長、

前赤沢埠一副委員長、小

幡会計監事、吉村一雄前

事務局長等の会員各位の

並々ならねご尽力があり、

野淵三治さんの会長ご就

刈
叫
凡
又

4
長信一=-ロ

名
古
屋
キ
ワ
ニ
ス
ク
ラ
ブ
の

任については鹿内前会長の特別のご配慮がありま
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した。 これら 当会員挙け‘てのご協力によ って、名

古屋クラブが誕生したのです。

同クラブのチャーターナイトは、 '66年 9月 1日

に名古屋国際ホテノレてや盛大に挙行され、わが国第

二番目のキワ ニスが創立されたわけです。当 日は

当クラフーから原会長、鹿内前会長はカB会員力r，'J'，i市
しました。

このクラブの設立準備

は、 '66年のはじめ頃から

大阪市大島助役などを中

心に進められ、 当クラブ

からは、)庄内前会長、赤

沢前メンバーシップ副委

員長、坪内嘉雄会員(全

国文化団体連盟専務理事)などが現地に赴き、大

島助役、石丸大阪通産局長、近藤大阪国税局長等

の各氏を訪ねて設立を熱心に勧めて来ました。事

務局長である私も、北装会長、鹿内前会長の命を

受けて再三大阪に出向して関係各位の説得に当た

らせていただきました。

これら関係者の努力の結果をうけて、 '67:11ニ1月

末に、北装会長、鹿内前会長が、円立造船の永田敬

生社長に同クラブ会長になっていただくペく強引

に口説き落として、同クラブが創設されることなり

ました。 これも当クラブ会員諸賢 t大阪側有力者

の尽力によって誕生することができたわけです。

同クラブのチャーターナイトは'67年11月18日に

新大阪ホテノレで開催され、鹿内前会長ご夫妻以下

11名の会員、役員が出席しました。

会員の皆様にお詫びと感謝と

実は最初に、当クラブ事務局の塚本敦子君から当

クラブの30周年に当たり「慰霊の泉」を中心に回
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想、を書:け、と 言われた時、

3、 4枚の原稿を書 けば

済むと気楽に引受けまし

たが、さて、始めて見る

と慰霊の泉の建設の経緯

は決して簡単ではなく、

これに関係して多くの明

治100年記念事業にも触れなければならず、私が事

務局長を勤めさせていただいた間にi茶〈係わらせ

ていただいた重要行事 については、すべて私が書

お
わ
り
に
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きとどめなければ、 と思うようになり、ついに図

らずも こんな長文の回想録になりました。往時主々

と中しますか、 30年近くも前のことで、 もうすっ

かり忘れてしまったことも多〈、事務局に残され

ていた資料を数時間漁つでもなお不明な点が多〈

苦労しました。老骨に鞭打って漸くまとめた見ま

したが記憶違いの ことも多く、間違った記述もあ

るかと存じます。長文に過ぎた点とi:J!:せてお許し
下さいませ。

私は生来J愚鈍で諸事経験に貧しく能力の乏しい

者ですが、 これをご承知のうえで、私を教え導い

て下さった当クラブの会長以下役員、会員のご愛

願とご寛容に対しては、 IJJH目して感謝tお詫びを

I~，I しあげます。 お陰さまで 3 年間の事務局長時代

は、私の今までの生涯でも、最も充実した楽しい

歳月でした。

鹿内信隆会員 とその関係各社に感謝

鹿内さんという方はご存知の通り抜群の能力を

持ち、一代で驚嘆すべき事業を行った方ですが、

根めて個性の強い方て¥時に奇異に感じる言動が

あって、人に不快の気持ちを与える こともあった

と忠、われます。しかしキワ ニスクラフゃに耳文つては、

大の恩人だったと思います。私は事務局長の時、

所属していたフジテレビの身分給与はそのままで、

事務局長の仕事に100%打込む ことができま した。

事務局の部屋の使用についても格別な配慮をして

下さいましたし、陰に陽に長い期間、当クラブの

発展のために寄与されました。改めて今は亡き鹿

内さんに感謝を献げたいと存じます。

事務局の従業員諸君に感謝

当ク ラブが30周年を迎えるに当たっては、 事務

局の従業員の精励ぶ りに感謝したいと存知ます。

移転に創立当時からの高橋)1顕子君(現結婚 して増田

に変わり ロサンゼ、ノレス に在住、 2女の匂)、私が事

務局長になってから現在も勤務している塚本敦子

君(私が局長を辞めて数年間専業主婦となったが

再び入局して、今や事務局の主のようになるにそ

れから塚本君との 2度目のご奉公以来勤務 して い

る字国川品子君 ・創設当時から数年勤務した大熊

優子君などです。

東京キワ ニスクラブの一層のご発展を祈 ります。



A'-~拘~VITI-E'S
30周年記念事業

キワニス社会公益賞
キワニス青少年教育賞

キワニス文化賞
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設立30周年記念事業

1) KI世界奉仕活動「ヨード欠乏症撲滅活動」ヘ寄げ

の会員大増強

3)シリーズ記念講演

の記念植樹

5)継続事業

or工イズ撲滅活動」

6)記念スタート

Oレインボープロジェクト

0*ームホスピタ1)ティープログラム

O国際交流プログラム

7)記念誌i30年の歩み」の発行

メルシーボックス基金

上記事業にあだり¥メルシーボックス基金より1000

万円が充当される。



|新規事業キワニスレ例ープ日クト |

発展途上国(中園、フィリピン、 カンボジア等)

に文房具、スポーツ用品等を送る運動について

予てより、国際委員会て¥各家庭に眠っているも

う使わなくなった文房具、スポーツ用品などを、

有効に活用する方法はな いものかと模索して きた

が、(財)ケアジャパンの、子供国際レインボ、一使

がその趣旨をよく伝えたものであることを知り、

これに協賛 していくことが決ま った。折しも今年

は、当クラブ30周年記念年にあたり、他の新規に

スター 卜する 事業と 軌をーにし、途上国の子供た

ちの援助、そして最終的にはその国の自立を助け

ることを目的とするこの奉仕プログラムは、国際

刈~_.岳、-一、 4・F

議

的な拡がり を持ち、キワ ニスの目的にもよく 合致

する。

会員の皆様はも とより 、会社の方々 、 ご家族の皆

校の温かなご支援をいただき、本年 2月寄せられ

た沢山の文房具は、仕分され、中国語に翻訳した

メッ セージを入れ、荷造りされ、箱には、大きな

キワ ニスのマークが付けられ3月8日、横浜港よ

り中国に搬出された。5佃が努力目標であったが、

ファイルカバー200個の寄贈により、ペリカン便の

箱(中) 27佃となった。改めて、この紙面をお借

りして深謝申しあげる次第です。キワ ニスの目的

「明るい社会の建設」のため皆i策がた とご一緒に、

今後も 頑張って行言たく存じますので、この運動

を周囲に広めていただき、 ご理解、ご支援を賜り

たく、お願い申しあげます。
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「キワニス社会公益賞」の創設
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当クラブは、昨秋 「キ ワニス'rtJを創設し、日

本の伝統工芸の伝承に当り、特に功績のあった工

芸家や職人を毎年一人ずつ選んで表彰する ことと

したが、 当ク ラブの社会奉仕団体としての機能を

一層発揮するため、秋に対比する春の年中行事の

ーっと して、今年から「キワニス社会公益賞」を

制定する こtとなり、こ の新しい賞の創設に伴い

秋の 「キ ワ ニ ス 1~ J rキワ ニス文化賞」と改称し、

毎秋実施することとなった。

「キワニ ス社会公益'此」制定の趣旨は、社会公益

のため、世間に知られず、酬いられることも少な

く、長い問、献身的労苦を続けている人たちを広

〈探し求め、 これに貨を贈り、その功績に敬意を

表するとともに、そ の尊い存在を広〈世間に紹介

しようとするにあるが、一口に「社会公益」とい

っても、その範囲は極めて広〈、 賞実施の基準や

方法を定める こtが極めてむずかしいので、当ク

ラブtしては、社会公益委員会において、慎重審

議の結果、授賞の対象を、当分の問、心身障害者

対策に特に功績のあった人たちに限定することと

した。 これは「キワニス文化賞」が、日本の伝統

工芸の伝承に当り、特に功績のあった人たちに限

定したのと対比するものである。

即ち、「キワニス社会公益賞」は、 心身障害者対

策に、長い間労苦を傾け、世間に知られず、酬い

られることを求めず、尊L、事業に営々と献身的努
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力をされている人たちを、広〈探 し求め、その中

から、毎年一人ずつ選んで、貨を贈り、そのご辛

苦に敬意を表するとともに、それを契機として、

心身障害者対策が、政府においても、民間におい

ても、更に積極的に取り上げられ、満足な施策が

講ぜられるよう、できる限りの運動を展開 しよう

とするものである。

心身障害者対策の必要が1111・ばれてか ら、 既に久

しく、最近漸く、国会や政府においても、 地方自

治体や民間においても、可成り積極的な対策が講

ぜ られつつあ り、世論も強くこれを支持しつつあ

ることは、同!去に堪えないと ころであるが、 心身

障害者の現実は意外に深刻であり、満足な施策が

講ぜられるまでには、なお、長期間に亘り、幾多

の興住|英!をつ越えなければならない と思われる。

現在、各種の社会奉仕或いは慈善団体が、それ

ぞれの方法により、 心身障害者の援助や救済に貢

献しているが、 心身障害者問題は、その範囲が極

めて広〈、かつ複雑困難であ り、そ の対策も 、問

題の性質により、幾多の異なった角度から、異な

った方法によって進め ても 差 し障えはなく、また、

その方が問題の解決に効果的と 考える。

当ク ラブにおいては、以上の観点から、今後、

毎春「キワ ニス社会公益賞」い、う方法を通 して、

心身障害者対策にでき る限りアプローチし よう t

決意 した次第である。

( 1966年 6月発行TokyoKiwanis創刊号掲載)



「キワニス社会公益賞」

当クラブの社会泰士|団体としての機能を一層発煙するため、昭和41年設

定。日本地区主要行事 「日 本キワ ニス文化賞」受賞者の顕彰に対比するも

のである。その趣旨は、社会公読のために世間にうmられず酬し、られること

も少なく、長い間献身的労苦を続けている人達を広〈探し求め、毎年 1件

ずつ選んで賞を贈りその功績に敬意を表するとともに、その尊い存在を世

間に紹介しようとするものでψある。又、 これを契機として広い意味の社会

福祉対策が政府においても民間におい ても積極的に取り上げ'られ、満足な

施策が講ぜられるよう、出来る限りの運動を展開しようとするものである。

歴代受賞者

第 1巨| 昭和41年彦根学園園長西原正flIJ(重度盲精薄)

第2回昭和42年秋津療育園理事長草野熊吉(重度身心障害)

第 3回昭和43年多摩藤倉学園園長 川田はな(精薄)

第4回 昭和44年 日本盟主唖学校校長大11¥鳥功 (聾)

第5回昭和45年島田療育園総婦長 中沢千代子(重度身心障害)

第6回昭和46年浴風園寮母 菅谷キヨ (養護老人ホーム)

第 7回 昭和47年本木隣保館主任種目あい(セツノレメン卜)

第 8回 昭和48年ベテスダ奉仕女母の家いずみ寮指導員 天羽道子

(奉仕女婦人保護施設)

第9回昭和49年 宇都宮地区BBS会(ともだち活動)

第10回昭和50年健康普及会会長 及川裸観(にこにこ機運動)

第11回 昭和51年聖明園園長本間昭雄(盲老人ホーム)

第12回昭和52年制)小田原少年園補導主任横川積治(更生補導)

昭和53年制小田原少年園火災のためお見舞い

*このため第13回社会公益1:t表彰は見送り

第13回昭和54年 日本盲人職能開発センタ一常務理事 松井新二郎

(盲人の録音タイプ速記)
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「キワニス社会公益賞」

歴代受賞者

第14回 昭和55年 よこいとグループ(在宅障害児に対するボランティア)

第15回昭和56年「香蘭」庖主林景東(精薄児雇用促進)

第16回昭和57年東京ヘレン・ケラ ー協会点字出版局長井上淳

(盲人福祉)

第17回 昭和58年ベタ ニヤホーム本所ベタ ニヤ母子寮長 長畦すめる

(母子福祉)

第18回 H百和59年 (社福)日本キリス ト教奉仕団

アガペ身体障害者作業所センタ一所長 武間謙太郎

(重度障害者授産)

第四回 昭和60年城北福祉センター健康相談室医師椋取正彦

(長年に亙るボランティア山谷の医療福祉活動)

第20回昭和61年タカラクラブ会長溢沢多歌子

(長年に亙るボ‘ランティア福祉活動)

第21回昭和62年手話通訳飯塚千代子

(視覚障害者の福祉に寄与手話の発展に貢献)

第22回 昭和63年 映 画 の お じさん岡本勝美

(長年に亙るボ、ランティア地域福祉に貢献)

第23回昭和64年少年補導委託秋田葉津校

(夫を助け1，200名の非行少女を善導)

第24回平成 2年在宅重症心身障害児訪問閑敏子

(保健婦として標記事業のパイオ ニアとし て貢献、 同時

に後輩の指導にもあたり模範的存在)

第25回平成 3年身障者自立運動渡辺啓二他 2名

(自ら障害を持ちながらヒューマンケアセンターを設立

障害者を含む弱者の自立に多大に貢献)

第26回平成 4年精神障害者社会復帰施設やどかりの里 仲谷輝雄

第27回平成 5年精神障害者の社会復帰 JHC板橋寺谷隆子



第27ロキワニス社会公益賞

r]HC板橋」代表、寺谷隆子氏より 受賞のことば

今回、大変嬉しい賞をいただきまして、ありが

とうございました。私は r]HC板橋」の中て¥ 一

番の年長者であるということだけで、代表 を務め

ております。退職金が一番多かったのも私です。

私はこの栄えある賞を急いで持ち帰って、多くの

障害者の人達に報告したいと思っております。私

達の施設のある板橋区の住民の方々から、沢山の

限りないご支援をいただし、て参りました。とかく 、

差別や偏見を受けやすい人達ですが、 幸いなこと

に、板橋区は優しい方々が多〈、何かお手伝いす

るこtはないかと 言って下さる方はい らしでも、

出て行って下さいという人には、 一人もお会いす

ることはありませんでした。 これは、本日ご出席

いただけませんでしたが、石塚区長様のお人柄に

よるものと存じます。私達は120%十らいのエオ、ノレ

ギーをヲ|き出されて参りま した。これも行政の長

としての手腕だと思います。 さりげなく作業所に

お訪ねいただいて、メンバーの人達を励まされる

ことはもちろんのこと、区長室でも大歓迎して下

さり、メンバーの人達との交わりを持って下さい

ます。町の人達も、一人一人の持っている可能性

を発揮して、有意義な人生を誰でもが送ってもら

えるような板橋に して行きたいと思って下さり、

私達と 一緒に歩んでいるという感じを日常的に持

っております。私は板橋に住んで、 Hj)Jけたことを

幸せだと思っています。本日ご出席の今井課長様

I;J:、対象は遠いますが、私達と同じような道を歩

まれました。福祉に造諸の深い方てや、今井課長様

に巡り合えたことも、ラッキーだったと思います。

r]HC板橋」は私が言い出したのですが、本日出席

させていただいた 8名は各所の所長で、 その当時

20代半ばから後半てや、ソ ーシヤノレワ ーカーや看護

の人達でした。一緒に立ち上がって活動し、むし

ろ私より先んじて、献身的な奉仕活動を当たり前

のように展開して下さいました。そういう職員に、

この賞が贈られたものと私は受け取っております。

これからも、 一層、どんな障害をお持ちの方でも、

ほんの小さな可能性でも見つけ出して、それをな

んとか生かすことに、私どもは喜びと誇りを持ち

ながら仕事をさせていただくことを、お誓いした

いと思います。 さらに、平成 8年度には、社会福

祉法人として、 名実 ともに公的な承認を受けられ

るような団体になるべく、板橋区と東京都にご理

解いただきました。 まだまだ、今後準備をしなけ

ればならないところも沢山ございます。本日ご出

席の会員の皆様は、各お立場てやリ ーダーシップを

とられている方々で、そういう 方々に一時にお会

い出来ることは私にとっては願つでもないチャン

スと思っております。是非、今後も引続きこのよ

うな小さな団体に栄誉 を贈っていただければ、私

どももさらに100%以上のカを存分に発揮出来るの

ではないかと思います。受賞致しましたことは板

橋区民の誇 りです。優しい板橋区民だか らこそ、

受賞出来たのだと思います。本日は、本当にあり

がとうございました。
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歴代受賞者

「東京キワニスクラブタ青少年教育賞」とは

1.東京キワニスクラブの恒例の事業として、昭和60年に設定され、

青少年教育委員会が担当。 年一回受賞者を選考、 5 月 ~6 月末に

表彰を行う (平成4年度は 7月)。

2.授賞の対象は、東京キワニスクラブの 「キワニス社会公益賞」と

範囲を区分し、国際的な活動も含む青少年の健全な育成に努めた

個人又は団体を表彰するものとする(範囲は関東甲信越)。

3.表彰場所は例会場とし、表彰状又は表彰楯 (KI本部製)を副賞(金

一封)と共に贈呈するo

4.上記に対する広報活動をする。

第 1回昭和60年度非行 東京少年補導員連絡協議会 (本部と支部7)

第 2回 昭和61年度 青少年の健全育成 (財)修養団 (社)日本青年奉仕協会

全日本鼓笛バンド連盟 (団体 3) 

第 3回 昭和62年度 青少年の健全育成 (財)ハーモニイセンター (社)青少年交友協会

(財)育てる会 (団体 3) 

第 4回 昭和63年度 難民児童の相談活動 (社福)日本国際社会事業団 伊東よね (個人 1) 

第 5回昭和64年度里親 (社)埼玉里親会横堀ホーム代表者横堀哲夫

(団体 1、個人 1) 

第 6回平成2年度麻薬 メリノール宣教会神父ロイ・アッセンハイマー(薬物依存症

リハビリセンター対DARC " デ ィ レ ク タ ー 個 人 1) 

第 7回 平成 3年度青少年ボランティア 全国VYS連絡協議会会長三好清隆 (個人 1) 

第 8回 平成4年度 留学生の相談活動 ボランティアグループ留学生相談室桜井博子 (団体 1) 

第 9回平成5年度青少年の健全育成羽根木プレイパーク 関戸ま ゆみ (団体1)
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第9回東京キワニスクラブ青少年教育賞
受賞者:羽根木プレイパークの会

代表 関戸まゆみ氏より受賞の言葉
世田谷区代田4-38-52羽綬木公圏内

本日は誠に有 り難うございました。 このような

席でお話するのは初めてですので、緊張しており

ます。 ご報告を させていただいて、ご後拶にかえ

させていただきます。

私は二人の子供の母親です。上の娘を幼稚園に

送り迎えをしている時、下の息子守パギーに乗せ

て通って行〈道に、羽根木プレイパークがありま

した。自分の責任で自 由に遊ぶという看板を見て、

商臼そうだと思いま した。幼稚園の送り迎えの聞

に、下の子を遊ばせていたこともありました。遊

んでし、ると、色々な人が集まって来て、時には、

大きな子供と 一緒になって、小さい子供が遊んで、

いるのを見ていました。狭いアパー トに住んで、い

ると、 家のE中iド3ててで、や、遊んてで、¥大きな音を出すとし、下の

人に迷惑fだだごご‘と思つたりk、道路てで守遊んてで、いると、 危

ないと思っていました。 このプレイパークで遊ん

でし、ると 、子。与にやめなさいと 言わなくてすみ、

うれしく思いました。また、子供は毎日遊んでし、

ると、自然と党えて行く こと が多いことも判りま

した。子o供Eを見ている とし、決して無理しないててで、や、

自分の分を弁えて遊べぺ、ると実感致 しました。工具

は自由に使えるようになっているので、大きな子

供が使っているのを見て、自然と使えるようにな

りました。危ないと 言 いそうになりますが、危な

いと 言わない方が良いなと思うようなことが多く

ありました。 そこに連れて来さえすれば、子供は

自由に遊ばせてい て、私は見ない方が良いと 気が

付きました。 そうこうするうちに、プレイノfーク

の会がその遊び場を運営して いることを知り、そ

の活動に参加するよ うになりました。遊び場に子

供を連れて来れば、後は暇lこなるので、何かお手

伝いすることがあればtいう感じて、活動に入っ

て行きま した。色々な人が集まっていて、都市計

画の専門家や映画監督や先輩のお母さんカfいて、

世話人会の活動が魅力的に思えて、毎日のように

出入りするようになりました。 f可玉Fか車壬って、千~



文社から「冒険遊び場がやって来た」を出版致し

ました。プレイパークがっくりたいという希望が

多 〈、見学に来る方が多 くいら っ しゃいますが、

言葉が足りず、上手く説明出来ないので、本にま

とめることになりました。本に継めることは、私

にと っては面白い作業でした。だんだん深入 りし

て、 現在、会長をさ せていただいておりま す。私

はただ面白くてやって来ました。遊び場を運営す

ることは、一つの遊びのようなもので、す。遊びは

本来、人から 言われるものではなく、自由にやり

たい こと をやれる場が、遊び場であり、そういう

場は絶対に必要なものだと思います。公園や砂場

は幾つもあ りますが、ポーノレ遊びゃ焚き火は駄目

という 遊び場が多い。本をつくる時、色々な人の

話を閉し、て、このプレイパークのような所は大変

貴重な場所だ ということが判りました。都市の中

で子供達が遊ぶため には、 こういう形でプレイノf

ークを支え て行かなければ、子供達に遊び場を提

供出来ないことを痛感しております。本当は誰てや

も何時ていも何処でも遊べる場所があれば良いので

すが、東京の ように、密集しているしそういう

場所を住民が支えてこそ実現出来ると思いました。

プレイパークの会は母親や色々な人が加わって、

世話人会を構成 して、運営 しています。プレイリ

ーダーをアノレノfイ 卜でおける程度の予算を区から

いただいています。公園の一角 ということで、場

所にも恵まれています。

最近、ベエゴマが流行っています。今は川 口てや

しか作っていないようです。そこから取り 寄せて、

プレイパークて。原価で売って います。流行ると、

凄いパワ ーに なります。休日には、父親が来て、

ゃったりしています。そういうことに子f共が触れ

ることが出来るのも、こういう場所ならで、はだと

思いま す。負ければ、独楽を取られて しまし ます。

そういう勝負はどんなもんだろうという意見もあ

ります。 そういう時は、世話人の聞で考え、賭け

るか らこそ、あれだけ盛り上がるので、意見を言

うお母さんに判って欲しいと思いました。そして、

今日お配りさせていただいた私達が出している新

聞 「遊気流」にも載せました。中には、プレイパ

ークは汚くて、危なくて近寄れないというお母さ

んもいます。私達はどの子にも遊びに来て欲しい

し、お母さん達にも理解ーして貰いたいと思います。

「遊気流」は近くの小学校10校や図書館、 児童館に

置いてもらって、広めています。色々なことを世

話人会で考えて、対処しています。私はこの活動

に興味があり、話し合っ て決める こtが私にとっ

ては商白〈 遊びのようなもので した。大人が集え

る場所もそんなになく、大人が外で遊ぶ場所も大

事だ と思い ます。好きだからやらせていただし、て

いま すが、一方では、 こういう 場所は今は必要だ

と痛感 しています。そ ういう 気持ちで微力なが ら

続けております。 こんな場所はというよ うな声が

ある時に、本日このような賞をいただいて、こう

いう場戸庁は必要だと認め ていただし、たという思い

を新たにして、頑?長って行ける t思います。 こう

いう所て¥プレイ パークを取り上げていただいた

ことを本当にうれしく思います。 これか らも頑張

って行きたいと思います。本日 は本当に有り難う

ございました。
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始めに:国際キワ ニスが毎il-テーマにそ って出す

MAJOR EMPHASIS PROGRAM (重

点施策)はクラブならびに会員の 日常生

活の中に具体的な奉仕活動を実践するこ

とによって、キワニスの目的を明確にし

ようとするもので山ある。

1989-90年の重点施策、ENCOURAGE

EXCELLENCE"は、永遠のキワ ニスの

テーマ、青少年一明日を担う健全な青少

年~に照準するものである。殊に、青少

年の特性、教育、経歴をけ音い、指導者と

しての養成を重視、 これにカ を注ぐな E、

青少年に tって社会的に必要なものに対

処しようとする。

東京キワ ニスクラブは、国際キワ ニス設

立75周年記念にちなんて新たに、標記セ

ミナーを企画、継続的な事業として実行

している。

対象:青少年(勤労青少年を含む)

目的:明日を担う優秀な青少年の育成に、キワ

ニス会員が、彼らの長所を伸ばし、彼ら

に、先輩としての助言や指針を与える。

①上記をバラエティに富んだ講演の形

をとって実行する。

②」ニ記を継続したクラブの事業とする。

理由 :外的には1)青少年の社会的な要請

内的には 2)会員がキワニスのモットー

-WEBUILD-明るい社会の建設、およ

び、キワニスという 言葉の持つ意味の解

罪尺、 WE GATHER TOGETHER-自己

のもつ職域で¥最大社会に奉仕する~を

具現するの に、これ以上適切な、 奉仕活

動はないのではないか、東京キワニスク

ラブの会員を意識しての企画である。
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第一回キワニスリーダーシップトレーニングセミナー

1990. 7 /28-8/3、第 6回環太平洋学生キャン

プ(福島県「国立那須甲子少年自然の家」におい

て開催の席上、キワ ニスセミナーは、 7/30午後な

らびに 7/31日午前)

講師 :内問宏東京キワ ニスクラブ会員

i寅題 ・「現下の世界情勢と近代日本の発展経過の

回顧」

(TODA Y'S WORLD SITUA TIONS AND A 

HISTORICAL LOOKBACK OF DEVELOP. 

MENT OF MODERN JAPAN) 

講師:安部英東京キワ ニスクラブ会員

i寅題 r脳のしくみと こころ」

(CONSTRUCTION OF BRAIN AND ITS 

FUNCTION AS SOUL) 

第二回キワニスリーダーシ、yプトレーニングセミナー

1991. 7 /28-8/3、第 7回環太平洋学生キャン

プ (PRIC/長野県「国立高遠少年自然の家」にお

いて開催の席上、 キワ ニスセミナーは7/29午後な

らびに 7/30午後)

講師 :川畑正大東京キワ ニスクラブ会員

u&題 r未来の人聞とコミュニケーション」

(FUTURE HUMAN COMMUNICA TIONS) 

講師 ・安部英東京キワ ニスクラブ会員

i寅題 r環境汚染について」

(ENVIRONMENT AL POLLUTION) 



第三回キワニスリーダーシップトレーニングセミナー

1993、 8/8-11、第 8回環太平洋学生キャンプ

(PRIC長野県高速少年自然の家にて開催の席上)

講師:安藤良夫東京キワ ニスク ラブ会員

演題 環境 とエオ、ノレギー」

講師 坂官11三次郎東京キワ ニスク ラブ会員

演題 r星の話」

終了後いずれも 、質疑応答の後、参会者と親 しく

歓談

.よから内国会員

川畑会員

・左ベージPRICで講演の安部会員

安部会員・ 内国会員

安藤会員
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キワニス文化賞とは

日本の伝統工芸の伝承にあたり、 特に功績のあった工芸家や職人で、比較的世

間に知られず酬いられる ことも少なく苦労を重ねている人々を広 〈探 し求めそ

の中から毎年 l件を選んで‘表彰 し、その労をねぎらうと共にその存在を広 く紹

介 し、日本の優れた伝統工芸の保持発展に貢献する ことを 目的とする。いわば

職人賞と名づけてよい性格のもので、その製作者の職人魂を賞揚すると共に民

族的伝統工芸に対する一般の関心を呼び起こし伝統文化に対する誇りを、文ひ

いては愛国心を喚起したいという祈りから設定されたものである。

昭和40年制定第13固までは、東京クラブの独自の事業と して、第14固からは他

クラブとの合同事業として、更に日本地区設立後は、 日本地区の主要事業に発

展名称を「日本キワニス文化賞」として授賞現在に至っている。

歴代受賞者

第l回 昭和40年漆工 高野松山(蒔絵)

第2回 昭和41年 唐組み 深見重助(J畜組み平緒)

第3回 昭和42年江戸木工 稲木東千里(磨出象候)

第4回 昭和43年羅・有職織物喜多川平朗(色)

山本熊太郎(織)

佐々木ぬい(糸)

第5回 昭和44年 七宝 早川義一(軸薬施薬焼成)

菱田光治(素地)

栗田栄=郎(金銀線鋳)

第6回 昭和45年 宮大工 吉田秋治郎(規矩術)

第7回 昭和46年和楽器 宮田勝男(筆)

第8回 昭和47年和紙 坂東清馬ほか5名(土佐典具帖紙手漉)

第9回 昭和48年エ 根来実=(釜)

第10回 昭和49年 面 ・首 大江己之助(文楽首)

第11回 昭和50年木工轄瞳 槌谷藤太郎(輪島漆器はつり)

北浜保(輪島漆器椀木地)

第12回 昭和51年耕 角良正(弓浜耕藍染)

第13回 昭和52年金箔 谷口栄吉(金沢金箔打)

第14回 昭和53年腰 妻屋弘(鹿腰)

第15回 昭和54年以降は日本地区総会開催地が持回りで選考を担当



58人の随想
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マッカーサ一元帥に会った こと

小林忠雄明日本不動産研究所会長〕

程、は昭和二十五年(1950年)5月満30才にして結

婚した。当H寺和、は建設省の大臣官房文書課の事務

官てや、文書課長は有名な小林輿三次さんだった。

戦後のマッカーサー旋風の最中にあって、文書課

は法律製造工場の様を呈 していた。独身のエリ ー

卜内務官僚 tして先輩から色々と縁談があった。

一二回見合いした こともあるが、当方から断った

り逆に断られたりで後I床の悪い想、いをした。 そこ

で叔母が一計を案 じて双方とも見合いと 分からな

いようにして相手を観察することとし、昭和|三十

四年の晩秋、私は田舎の母と連れ立つて銀座の三

越の一階の化粧品売場て、これも母と連れ立つ た今

の家内を観察 して、ウエストの細い所に惚れ込ん

で結婚を決意 した。 その後、母と 二人して日比谷

のお堀端を散歩して、たまたま第一生命ピノレの正

面にさしかかったら、 一台の高級車が横付けして

中から連合軍最高司令官ダグラス ・マッカーサ一

元帥その人が副官を随えて降り立った。母はすっ

かり 仰天して柱のかげに坐り込んで、子を合わせる

仕末だった。おかけて事私は世界史上の有名な英雄

を照尺の聞に観察するチャンスそ得たのであるが、

家内は自分の知らない聞に私に観察されたことを

今でも恨んでいる。

キワニスと手ム

安部 英 (帝京大学副学長)

東京キワ ニス倶楽部の30年は、私の人生のなかで

最も重要な30年でありました。本倶楽部の誕生に

参加を誘われました時は、その内容も、また30年

後の現在の状況の想定なども 全 くなくて、すぐ lこ

入会を承諾しました。 それは第一に誘ってくださ

った、友人達が平素から尊敬し、信頼していた方々

であったからでありますが、当時東京大学がいわ

ゆる、学生運動(?)。で混乱してしまい、私自身

何ともやる瀬ない気持て一 杯であったこともこの

決心を助けました。こんな時、私は、このキワ ニ

ス倶楽部によ って、東京大学医学部とは別の世界

を見せて貰いました。私とは全く異なる世界てや活

躍しておられる方々のお話を聞き、ご活躍をみま
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して、大きな感動を覚え、また多 くの疑問が生ま

れました。丁度子供の時に経験 しました 、何故。

刈可のために。、どのようにして。、どういう結果に。

などの聞いが次々と出て参りまして、例会にでま

すのが、 実に楽しく、また励みになりました。 そ

して学生運動が終りましてからは、毎年皆勤致し

ました。今年は26年皆勤の表彰をT頁き、齢も 喜寿

を超えましたが、まだ例会には大きな魅力を感じ

ております。

30の節目に

小島 章伸 (附QUICK社長〉

3カ月、半年、 l年、 3"'1三、 5年、 10年一一い

ろいろな意味で人生のフシ自営作る年月である。

その10年を 3つ重ねた30年ともなればーそう 重い。

30年の一時代、組織(企業)の寿命は30年一・・、

いや応なく変化を迫られる。 しかし私は 「三十而

立」という論語のことばの方が好きだ。単なる変

化でなく、前を向いた積極姿勢があるからである。

私に tつての30もこれまでにいつも積極的な意味

をも ってきた。30才を越したとき日経ニューヨー

ク特派員を命ぜられ初の海外勤務に就いた、国際

派グ人生への転機といえる 。ジャーナリスト 生活

30年、編集局長 5年余の任を終えてラジオ(日本

短波放送)の経営に携わること tなった。

新聞編集の仕事はいうならば左脳の世界、 此れ

に対し放送li右脳、感性の世界である。180度違う

世界に足を踏み入れ、わが人生の一大転機であっ

た。 そして迎えた「ラジオたんぱ開局30周年記念」

縁に恵まれて30年を祝った。

さてキワ ニスに入って11年こんどは東京キワニ

スクラブ設立30周年にめ十り合った。QUICKに移

った私にとっても新しい転機の年次なる30に向か

つて明るい未来を聞きたいものである。

御成婚と伊勢湾台風

山中 茂(中央信託銀行顧問〉

皇太子殿下(現天皇)御成婚の目、私達、岩手

県警本部の幹部は家族と共に、テレビが置かれて

いた本部長室に集まっていた。

盛岡でテレビが放映されるようになったのは、

その数カ月前であり、まだ各家庭にテレビは普及



していなかったのである、一才の長女がテレビを

見て時々子を叩くのが、画面の進行にマッチする

ことがあり、皆で大いに笑ったものである。

私は、瞥務部長(人事・予算担当)であったが

当時、東京地方の全県が赤字財政で財政再建団体

に指定されており、県響職員(約1500名)の待遇

改善に苦慮したものである。

30才も終わりに近い、9月、三重県警本部へ転任、

その赴任途中、戦後最大の犠牲者を出した伊勢湾

台風が来襲する 。翌 日、やっと動いた東海道線の

一本の列車に飛び乗り名古屋で下車、それから先

は道路の不通カ所も多〈、車で大垣を迂回し、大

渋滞の中を8時聞かけて津に到着 した。

早速、正式参拝した伊勢神宮の境内では、樹齢

5 -600年のものも含め数多くのや11木が無残にもな

ぎ倒されていた。

私の30才は、強烈な印象の残った年であった。

キワニスの基盤に

赤津I章一 (側機械産業記急事業財団会長〉

今は亡き五島昇ーさんから鹿内さんがキワ ニスク

ラブを作るから君も参加しろという電話、行って

みると発起人会のようなものだったが、今てやは、

どんな人が居たかはっきりと憶えていな L、。ただ

今でも記憶にあるのは次の二つの点である。その

一つは鹿内さんの言われる、日本らしいクラブを、

つくろう。，こは、全員賛成したが、それでキワニ

ス本部が認証してくれるのかという問題。然しこ

の点は発起人代表の鹿内さんが向こうと話をつけ

るということで一応ケリ。その二は入会資格の問

題。政治家、芸能人、宗教人はダメ、年齢は55歳

未満、一応秘書 t車のある人という線引きが決ま

った。

私は、当時通産省の経済協力部長で45才の若僧

だったが、五島さんも鹿内さんも 50才前後でお互

い歯に衣きせずに話し合ったものである。

あれから30年、キワ ニス東京の平均年齢も今や

65歳とそれなりに成熟した感じだが、あの入会55

歳未満の制限をはずしたのはいつ頃だったろうか。

30年の歴史の重みを感じながらも、やはり若々

しいキワ ニスでありたい。 55歳以下のメンバーが

委員会活動を中心に引っ張ってゆくようなキワ ニ |記

スがいいなと思うこの頃である。 Iお

かけがえのない年月

横川 端〔附すかいらーく会長〕

今から三十年前というと、丁度私が独立した王子

てやある。

信州の諏訪精工合(現在セイコ ーエプソン)に

勤めて十八年、将来性のあった職をあえて捨て上

京 した年に 当たる。そ して兄弟四人で聞いたちい

きな食料品応、ことぶき食品。へ身を投じたので

ある。

平凡な一生を終わりたくない、この世に生をう

けた証を残したい。最初から家業ではなく、 事業

として成功を目指した荷台出であった。

素人商法ではあったが、執念が実って府は繁盛

庖となった。しかしうかつにも時流を読み誤り、

この食品底は七年目にして行き 詰まっ てしまった。

日本に流通革命の時代がやってきたからである。

凡そ二年苦しみ抜いた末に、再び一大決意をし

て、フー ドサービスに転業、フ ァミリ ーレス トラ

ンすかいら ーくを創設し、今日に至った。

振り返ってみると、 この三十年は、私にとって

かけがえのない年月であり、激動の半生であった。

キワ ニスクラブが三十歳という節目を迎えて創

設にたずさわった先輩メンバーの方々の想いは、

つきないものがあろうと思うのである。

r30年前の私」

森田正典(側日本タイムシェア顧問〕

今から30年前、1964年頃私はNECの無線通信事

業部長 として、マイク ロ波通信・衛星通信の技術

開発と事業発展に全力投球していた。

当時私達が世界に先駆けて開発した数々の新方

式が、現在開花して、この分野での納入先が、 126

カ固と NECはこの分野で世界最高の累計納入実績

を持つまで発展してきた。

例えば、真空管を全〈使用しないマイクロ波中

継機を世界最初に開発して、 警察庁の大阪一広島

聞に納入したのが1964年であり、この新方式の信

頼性と経済性を武器としてNECの世界各国へのマ

イクロ波通信機の輸出が始まったのである。
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主I 1964年の東京オリンピックの衛星中継の成功は、

制 ヒューズ、杜と NECの共同研究として、同期衛星シ

ンコムIIIの打ち上げ成功の l年前から私達が準備

してきたのが丁度間に合ったのであった。

また現在常識となっている PSK-PCMテ川ジタ

ノレマイ クロ波通信方式を世界で最初仁私達が国際

学界で発表 したのも 1964年だった。

その頃を思い出すと正に感慨無量で、ある。

30の皆勤賞を前に

松本龍二

私は戦時中 3回の召集令状を受けた。 1回目は

24才の夏、いきなり神戸港から貨物船に乗せられた。

海水の色が変わって きたと気付いた tきはもう

揚子江を遡っていた。南京に上陸、城壁にへばり

ついて一夜を明かす、大別山脈を越えて漢口近く

てや本隊においっ しそれから 2年余、作戦中は命

令受領、陣中日誌をまとめるのが任務だった。

ある夕暮れ、命令を伝達すぺ(1人山道を急ぐ

山腹に入ると急に暗く、方向も目標地も見失う 。

麓からカオ、や太鼓をたたいて近づく 一団がある

敵襲だ。道なき道の傍らの草むらに身を潜めやり

過ごす。聞の中、見上げれば満天の星。孤独感、

無力感が全身を包む。「ああ .130まで生きたいJr無

理だ」青春なき日々だった。

30才は終戦前に使い果たし、今や80才の大台だ

どう考えても出来すぎであ る。

波乱の人生は回想すれば面白いが、老人にとっ

ては刺激的すぎる。私は今ひ そかに希う 。「せめて

30の皆勤賞までは健康で、ありたい」と 。

可能であれば、遺言代わりに随想、なり、回顧録の

ようなものを断片的にとり纏めて残しておきたい。

資料は散逸し、記憶はすっかり:等れてはいるが。

国鉄から JR時代へ

尾関雅則 (側)鉄道総合技術研究所理事長〉

私の30という題を与えられて、昭和39年を振 り

返っ てみた。東京オ リンピックの開催、東海道新

幹線、首都高速道路の開通と多くのイベン卜が思

い出されます。「もはや、戦後ではない」といわれ

てから、その言葉がはじめて日本国民に実感を持

って受け入れられたのは、この年だったのではな
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いでし ょうか。 その後、大阪の万博までの約10年

聞は、敗戦後の日本の歩みの1:1"で最も輝かしい黄

金の10年であった と思われます。

国鉄にとっても、 この10年は戦後はじめられた

電化、自動化など近代化施策の撃がいっせいに聞

いた時期であり、もはや鉄道は、午後3時の産業

であると 言われていた世論を見事に跳ね返して、

世界の鉄道事業に再び自信を与えるよすがとなっ

た新幹線がデビューし た時期でもありました。

しかし ながら、成功の項上を極めた ということ

はそ こか ら下 り坂が始 まるという 事であり、特に

田中内閣の時代に行われた30%におよぶ、ベース

アップによって、決定的なダメ ージを受け急速に

カタストロフィ ーにむかい、国鉄は115年の幕を閉

じてJR時代が始まったのであります。 ここに思い

を致す時歴史の必然主刊誌ぜざるを得ません。

若さと希望に充ちたあの頃

長岡 貫(東京証券取引所理事長〕

昭和29年(1954年)5月16日、 三重県の津市で30

才の誕生日を迎えた。前年に長男が生まれどうや

ら一人前の社会人になったよ うな気分だった。

三重県での30才の生活は 2カ月で終わり 7月に

は3年半の地方生活を経て東京にもどっ たので、

30才の大半は大蔵省主計局の主査として過ごした

ことに なる。この年の暮れに吉田内聞から鳩山内

閣に代わり、私の仕事の守備範囲だった住宅対策

が脚光を浴びる こtにな ったため、徹夜が続くよ

うな忙し きだった。ちなみに、 この年の予算編成

作業のな かから 生まれたのが 「住宅公団J(いまの

住都公団の前身)である。

当時を思い出すと、仕事の辛さもさる ことなが

ら、家計のや りくりの辛さはいま の若いひ tには

想像もつかないようなものだった。「もはや戦後で

はない」 といわれた昭和30年も 、公務員の生活白

書の上ではそ のような実感からは遥かに遠いもの

だった。私が30才から31才になる昭和30年は、わ

が家に次男が生まれ、日本の政界に19J5年体制が

生まれた、豊かではなかったが、世の中全体が若

さと希望に充ちた時代であった。



キワニス文化賞の創設期に

長笹川滋彦 (中越Iiルフ工業側監査役〕

東京キワニスクラブに入会して17年になるが、こ

の間殆ど文化委員会に属してきた。当初キワ ニス

の看板になっていた、キワ ニス文化賞。の鐙lfJ..'i'1:):、

専ら東京クラブがおこなっていた。委員が夕刻集

まって長時間討議したものである。処が、東京だ

けではだんだん鐙衡難に陥ってきたこと地方のク

ラブから熱心に移譲の要請がでてきたこと 等によ

り、 最終的には、昭54年より各クラブ持廻りとし、

東京は日本クラブの代表の資格てや参加するという

ことになった。 このシステムはI也方のクラブの活

性化に寄与する処大であったが、反面当クラブの

大きな文化活動の柱が失われ、未だに新しい柱がで

きないのは関係者の一人として残念に思う 。

なお、例会では 3回l柴らせてT頁いた。何れも、

趣味の音楽に関するもので、「音楽の楽 しみ一一モ

ーツアルトの食卓音楽Jr第 9交響曲によせてJr新

音楽事情」と題する。 また昭56年東京てやアジア大

会が聞かれたとき、上田事務総長からオリジ、ナノレ

なものをという要請を受けて、パーティー用のBGM

テープを編集したことも思い出となっている。

一人は皆のために、皆は一人のために

安藤太郎(住友不動産閥会長)

私は時折テレビてやスポーツ観戦を楽 しむことが

あるが、先日ラグビーの日本選手権を見た。ラグ

ビーは1チーム15人ずつの合計30人で行う団体競

技である。以前ラグビーについては 「屈強な若者

が体力にものを言わせて勝負するスポーツ」程度

の認識しか持たなかったが、実際には金〈異なる

ようだ。体力自慢を多 く集めれば試合に勝てると

言 う訳ではなく、チーム全員が 1つの戦略の下、

助け合いながら攻撃 ・防御を行ったか、換言すれ

ば 、ONEFOR ALL， ALL FOR ONE" (一人は

皆のために、皆は一人のために)の精神を実践で

きたかどうかが勝敗を左右するのである。 また、

ノーサイド(試合終了) とともに敵 ・味方の区別

なく 30人全員が互いにその健闘を韻:え合うことも

実に清々しいことだ。

このように、ラグピーは一人一人の体力に加え

て精神力をも鍛え、社会生活に必要な人格引淘冶 Ig
するスポーツなのである。 そこで士音われる精神は|お

奉仕の精神とでも 言 うべきものあ り、キワ ニスク

ラブの目的にも通じるものだと思う 。 このような

素晴ら しい面に気付き、ラグビーについ ての認識

を新たにした次第である 。

世の中のために

高木 勇 ((社福)日本キリスト教奉仕団理事長〉

袖触れ合うも他生の縁と 言 うが、もう 30年近く

もキワ ニスに御世話になっているのだから御縁の

i奈さをつくづ く感ぜずには居られない。

この30年は世界にと っても日本にと っても、忘

れることの出来な い大変革期であったが、私個人

にと っても熟年期か ら老年期にかけての極めて変

化に富んだ、重要な時期であった。40-60才代には、

体力気力共に充実 していた丈に、 モ リモ リ仕事も

し、大いに飲み、世界中隈なく飛び廻り、悔のな

い活躍も出来た。

さて人生の終章を迎えて気にかかることが二つ

ある。一つは人様に迷惑をかける様な老人病には

なりたくないと 言 うことし 最後には平静な心てや

サヨナラを言いたいということである。

先の方は、医術の発達である程度叶 えられると

思うが、後の方は心の問題丈に、些か焦 りを感ぜ

ずには居られない。だが結局これらの問題は、各々

の信ずる絶対者に凡てを委ねて行くより他に道は

ない様に思われる。

ともあれ私もまだ大変元気である 。手相も可な

り長命の様なので、 「私の40J含目指して世の中の

為少しでも役に立つよう努力する所存である。

キワニスの歴史の中に

中村広忠 (側主主美屋社長)

私はYPOの方々がキワ ニスクラブに入会したと

うかがい、ご紹介もいただきましたので昭和40年

に入会させていただきました。 その頃は若い方で

したので、故南出他十郎様や故松平来光様な Eと

レクリ エー ション方面で色々と働かせていただき

ました。そ して鈴木俊一様が都知事に成られた時

から、 3年間副会長の職に就かせていただきまし

た。また、昭和49年の好美屋創立25周年の折りは、
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主|平素より可愛がっていただいておりました鹿内信

州隆様仁財界代表のご挨拶をいただき感激したもの
301 

でございます。

私も昨年 9月に古稀を迎え、 |日い友人の森重久

弥筏ーから「喜んでも悲しんでも歳月は流れゆくも

のです。」という 言葉をいただき同感いたしました。

もう花も咲かない年齢になりましたが、菜の花の

ように、華が立ってから黄色の花が美しく l咲くよ

うな人生を送り、そして23年間皆勤しております

ので、あと 2年はなんとか皆勤を続けたいと思っ

ております。

キワ ニスクラブ30年の歴史の中で、私にも色々

な思い出がつくれたことを、今改めでありがたい

ことt感謝しております。

献血30回に思う

北原 卓 (日本障害者雇用促進協会常務理事〉

一昨年私の献血活動は、 30回に達し、表彰楯を

貰いま した。その後も続け今年は38回を越えるこ

とになります。

献血を始めた切っ掛けは今は亡き父の手術でし

た。「輸血量に見合う献血回数がないと 手術はでき

ません」と 病院から冷たく言われ、献血手帳を集

めるの にー苦労 したのでした。 他人の世話になる

のは出来るだけ少なくしようとの考えからその時

から、自分で献血することにしました。

輸血に使う献血義務は、その後廃止になったよ

うですが、地域てやの献血ノレームの医療関係者の態

度の違いや雰囲気の遠いそして成人病検診の一部

としての効果もあって半Lf'l育性で私の献血は続い

ています。

出張のたびに各地の献血ノレームに寄るのも楽し

みの一つですが、 岡山市表II1Jの献血ノレームてあっ

た接遇態度の良い実直で素直な若い看護婦さんは

そのノレームの老婦長も認める優秀な人でした。献

血が結ぶ思い出の一日です。

「キワニスの森と慰霊の泉の清掃」

安藤 良夫 (東京大学名誉主主綬〉

今年東京クラブは設立30周年を迎 えますが、私

が入会しましたのは昭和52年ですから半分以上在

籍した ことになります。平成元年には、はからず
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も会長に推され、キワ ニスてやは辞退できないとの

ことで、 不適任と思いつつ務める こと になりまし

た。なってみますと、 1990年は国際キワ ニス創立

75周年記念の年に当り、東京クラブでも特別の事

業を行うことが討議され、いくつかの事業が発足

しました。

キワニスの森について多くの検討の後、元会長

の鈴木都知事のお部屋に片桐ガパナ一、事務局と

ご一緒にお願いに伺い、葛西|臨海公園に作る許可

を項き、完成は翌年になりま したが、以後会員も

都民も毎春大島桜のお花見をたのしんでおります。

明治100年を記念してキワニス発足後 3年目に靖国

ネ1/1社に奉納した 「慰霊の泉」の老朽化がすすんだ

ため神社と協賛で改修しました。平成 2年 6月清

抜式が行われ、以後会員が手分けし、自ら清掃作

業を行う方式が採用され、今日 に及んでおります

が、ご熱心な方々には頭が下がります。

セントノレイスてい行われた75回国際年次総会には

カ、、パナーのお伴で参り国際雰囲気を勉強しました。

キワニス遍歴の記

酒井 吉 郎 〔住友不動産側社友〉

昭和51年 5月福岡キワ ニスの発足に際 し、同地

の吉永検事正、納田サンケイ支局長旧制五高OBの

拡者達に説得されてチャーターの一員に。福岡は

国粋主義発祥の地。発起人会の席上、川辺会長が

「アメ リカ本部が無理難題を言ってくれば福岡キワ

ニスを解散 して 、玄界クラブ。と改称し再発足す

る」と 言明されたのは印象的だった。

毎月の rt専多のうまい物を食べる会」はハカチ

ヨンの私にとって有り難かった。昭和53年11月転

勤とともに名古屋キワ ニスに移籍。松本省吾氏故

田中雄平氏ワシントンホテノレ社長らの知遇を得た。

御当地、丸入会の多彩な活動に圧されながらも名

古屋キワニスは善l械を していた。昭和55年 4月松

平メンバーシップ委員長、吉見事務局長 (と もに

故人)による面接テス トを受け東京キワ ニスクラ

ブに移籍を認められる。わがチャーターメンバー

に対して失礼なりとの声も福岡から聞えてきたが、

意に介することはない。なに しろエクセレントメ

ンバーを選考するのだから。今は火JI?~例会でのワ



インを飲みながらのサロン的雑談を楽しんでいる。

以上キワ ニスクラブ遍歴の記。

国際キワニス世界奉仕活動「ヨード欠乏症撲滅」に寄せて

須藤博忠 〔中央学院大学講師〕

私は、 今か ら40年以上も前、エンゲノレスの著作

「革命と反革命」の第15章中の「議会主義的クレテ

イン病という不治の病い」と 言 う語に核しととき、

クレティンとはどのような病気なのかわからなか

った。当H寺調べたところでは、「アノレプノレ山地に見

られる流行性または迫伝性の白痴病」ということ

であった。ドイツ語の原名Kretinismusから派生

したKretin(クレティン病患者の意味)は、軽ぺ

つ的に、うすのろ、ばか、白痴という意味にも使

用されていることが判明した。しかし、クレテ ィン

病そのものについては、依然わからなかった。平

成 5年10月29日の当クラブ例会講演での入江賀会

員の説明に接し、この多年の疑問が氷解した。この

病気がヨ ー ド欠乏によるものでありスイスがヨー

ド欠乏地域であったということであった。エンゲ

ノレスのこの文章は、1852年に執筆されたものであり、

当時スイスその他アノレプス 山地にかなり の数のク

レティン病患者が居たものと想像される。キワニ

スクラブが、ヨー ド欠乏症撲滅活動に取り組むこと

は、誠に喜ばしいことと存ずる次第である 。

我がスクーパダイビングライフに

森田啓司

わが人生と 30という数のかかわりを色々と考え

てみたが、なななか忠、い当たるものがない。

いっそ遊びの中に求めではと思ったが、いかに

下手なゴツレフでパンカーで30日Ih、た覚えはないが、

ハーフ30は、 夢の又夢。テニスてやはサーテイとい

う得点が必ず出てくるが、 これとて大逆転勝ちの

契機となった記憶もなく、ジ、ユースも 30回繰り返

した武勇伝もない。

最後に辿り 着 いたのが、やはりスクーパ夕、、イピ

ング。30は関係大なり 。最大水深30Mは、スポー

ツダイパーの鉄則。 これを越えると潜水病の危険

大。肝に銘じて潜る要あ り。ついて工19年間850回

の我が潜水歴中30回目はいかに。記録を調べると

昭和51年 7月17日潜水地点、佐渡ケ島二つ亀岩 と

ある 。 之は当時潜水サービスのほとんどなヵ、った I ~

日本海側へ平常太平洋側しカヨ潜っていないダイパ|品

ーが挑戦したことで、我々仲間内では画期的な出

来事だったことを想い出す。「太平洋はブルーだが

日本海はグリ ーンだ」というのが私の感想だった。

以上潜水に関係のない方にと っては、商白くも

なんともない事を書いて責を果たすこととする。

なつかしいあの頃

阪野正明 (佐燦工業開常任顧問〕

キワニスクラブ創立30周年に因み、 30年前のこ

とについて記事に致します t、昭和39年は、オリ

ンピックのあった年だという記憶があります。

当時、私は、防衛庁陸上幕僚監部第二部別室長

であり、防衛情報を担当する 責任者として、市ヶ

谷駐とん地に約 2年半勤務していた。

そして、翌40年 4月に大分県の県警本部長とし

て赴任した。久し振りの地方勤務でもあり、楽し

い思い出が多し、。当時の大分は、月IJ府から熊本の

阿蘇に向かつて「やまなみハイウエー」が開通し

た直後であった。 したがって観光客が多く神戸か

ら瀬戸内を船で大分に上り、別府を経て、城島高

原、久住高原を通って阿蘇に至る風光を賞でる人

の多い時でもあった。

当時を回想すると、大分から上京するのに特急

て"18時間半もかかり、 空路もプロペラ機で東京へ

約 2時間半、大阪て"B727に乗りかえたりという時

代であった。仕事 としては、暴力団石井組の取締

りをしたのをはじめ、別府タワ ー事件、後藤巡査

殺害事件の捜査、また、国体が開催され、天皇の

行幸に伴う主主街替備な Eで、忙しい思いをした当

時がなつかしし、。

思わぬ30

野中露

昨年春自分てや求めたこととは L、え、 30とし、う数

てや或るショッキングな事があった。私の所属する

ゴノレフクラブからグランドシニアの資格が出来た

という通知があった。およそクラブコンペとはt設

がなく、ぶらりと出かけて、見知らね人と半日を

楽しUのが常の私にと って、グランドシニアの懇

親ゴルフは、懇親とはいえノ ータッチの正式ゴソレ
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glフになり、いささかの緊張がある。そこで問題は

品|ハンディである。長年気楽に、やって来たので15

年位、カー ドを出していない。ハンディは18から

20になったままである。近頃の100が切れない実力

とは甚だしく違ってしま った。そ こで、恥をしの

んでカー ドをせっせと出した。まあ25位には下げ

られるかなと「自己診断」 していた。しかるにあ

る日届いたのは r20Jから r30Jにするというハ

ンディキャッフ。委員会の通知であった。正直方、ツ

クリとした。年甲斐もなくフォ ームを、改造中てや、

ひどいスコアを出したから、委員会の判断は当然

t言う思いと、 10も落とすとはヒドイと 言 う思い

が交錯している。それではこれから頑張って少し

ずつハンディを上け、るぞと決心をした次第。 これ

が私の30である。

原文兵衛さんにすすめられて

富 田朝彦 (国家公安委員会委員〉

入会させて戴いたのが43年 7月。当時まだ国会

議員が会員としておられたのか、原文兵衛さんよ

り 、なかなかいいミ ーチング、だ、君にすすめた今

ーっと君の考えて切とのお言葉に入会を申し入れ

て今日に至っ ている。

今日まで会員として23年になる。この聞のあれ

これは思い出深い。 しかしこ の間私のズボラで、

今だにキワニス会員章にプラスがついていないこ

とを耳心ずかしいことだと思っている。

しかし、いいミ ーチングだ。例会や新年ミーチ

ングでお目にかかる人々と話すこ tに大局な意見

やらを耳に出来ることには。

例会のお話も充実 し、又世界の子供達への努力

も、大変なものだと思います。

インドネシアに長く関わるきっかけに

鈴木義夫(日本インドネシア・工Jレ工ヌ・ジ 常務取締役〉

昭和38年の暮、 私は上司(前事務局長の橋本信

夫氏)から、北スマトラの油田実査を命ぜられて

初めての地ジャカノレタを訪問した。

ナショナリズムの意気に燃えながら、 しかし経

済の舵取りに悩む新興国の姿が溢れていた。夜間

の中に浮かぶ新しいホテノレ・インドオ、シアの前を

散策する青年のワイシャツの襟の上からオ、クタイ
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を締めた奇妙な服装も先進国に追いつきたいとい

う強い願望の表れと思えて笑えなかった。 日本

の鹿11，鳥館時代を見ているような気が一瞬 した。石

油会社のストウ総裁はきびきびした軍人の印象だ

った。油田を視察 して半年後再びジ、ヤ カノレタに戻

ったとき、駐在の日本人か らスカノレノが尊敬 して

いる偉い人に会うようお誘いを受け、あまり広く

ない邸宅を訪問した。丁度水浴をしておられたそ

の方は、無造作に更紗を11要に巻いて私の前に現れ

た。どういう方かよく理解できないまま挨拶をし

て辞去した。後年この方がインドオ、シア独立の陰

の立役者として有名な前田精海軍大佐であったこ

とを知り、不勉強を改めて恥ずかしく思った。

30年前の ことである。 その後この国に長くかか

わることになろうとは夢想だにしていなカ3った。

ボーダレス経済に合わせて

足立原明文(トピー工業側会長〕

30年前と 言えば、オリンピック東京大会と東海

道新幹線の開通が思い出される。当時は本社資金

部次長の職にあって 5階執務室の窓を通して代々

木国立競技場の聖火がil!J.暮の杜に映えているのを

眺めつつ戦後復興もここまで辿りついたかの感を

i楽くしたもの7ごった。

その後の不況、一転して「いざなぎ」景気到来

等々それ以降好 ・不況を繰り返しながら概ね右肩

上がりの経過を?踏み更にH乍今の驚天動地とも 言 う

べき世界規模での激動変革は正に我々が現代史を

形作っている当事者であるから ここに記述する要

はないと思う。この間における仕事を通じての個

人的特記事項と言えば昭和58年社長就任以後ボー

ダーレス経済に合わせて米・英・台湾に逐次工場

建設を進めた ことである。一方、オ フピジオ、スと

しては学生時代から続けていた観世流謡曲を昭和

40年喉の病気で稽古不能となり観たり聴いたりの

方に転向せざるを得なくなったが、その後春日流

小l唄に親しむようになり昭和51年名取をいただき

新橋演舞場や国立小劇場その他に師匠に、薦めら

れて出演したことがあったが、師匠他界後は専ら

往時を偲び口l吟む程度である。終わりにキワニス

栄れ t祈る 。



昭和天皇とのスナップ

野村一彦 (海事産業研究所長〉

キワニスクラブに入会してわずか 5年余りなの

で、クラブの各種の事業活動では、先人諸氏の雌

尾に附してきただけで何も格別お役に立っていな

いが、往H寺30年の私個人の思い出を振り返ってみ

ると感慨深〈、今でも時折見るたびに感激を新た

にするものであり、家族に対しでももちろん友人

知己に対して大いに誇り且つ自'慢している写真で

ある。 これは、 20年前私が海上保安庁長官在任中

に昭和天皇皇后両陛下が宮崎県で開催され全国植

樹祭に、行幸啓された帰路、日向浴よ り当時随一

の豪華フェリ ー「セ ントポー リヤ」に乗船され日

向灘一土佐沖一東海地方沖を経て)11崎港まで241時

間海上警備の任に当たった当時のスナップで或る。

伊豆半島爪木崎ちかくでそろそろ東京湾が近づい

た時、警備の巡視船の登舷礼に対して答礼される

陛下の側で御説明し、御質問にお答えした際のー

酬の写真であるが、見るとおり全く l対 1で陛下

とお話できた光栄と誇 りは、私にと って最大の宝

でもある。

次世代の 日本に提言

岩崎英雄 (合同石油開発側社長)

30という文字を見るし私は何よりも昭和30年

代を想い起こす。興銀の駐在員 として昭和34年か

ら38年までニューヨークで勤務したが、当時の米

国は、国威隆々、見るもの聞くものすべてが珍し

く又、驚きの的であった。その後、今日までの日

本の経済的躍進と世界史の大きなうねりを思うと

誠に感慨無量なのもがある 。更にこの30年を終章

として、わが国が辿った過去100年の歴史を顧みる

と、誠に波i閑万丈の道のりであったとしか言いよ

うがなし、。そしてこれからの30年日本は果たして

Eのような進路を辿るのであろうか。

全ての分野で否応なしに国際化が更に進むもの

と思われるが、その為にも学校教育においては、

歴史、就中、アジア地域の歴史に焦点を当てた過

去200年間の世界の歴史を教えることが、日本のお

かれている世界の笑相を見誤らないために特に大

切であるように思えてならなし、。難しい英文学な

どではなく、 もっと平易な、 実生活てやすくやに役立 I?:

つ英文や英会話中心に、授業内容を改めるべきで|品

はないかと思われる。次世代の日本、 2li!U己の日

本に幸多かれ t祈るや切である。

当ク ラブと 共に歩んで

菊岡平i¥自s(側)日本道路:Q'通情報センター副理事長〉

私は、 1985年に千葉ク ラブに入会して以来キワ

ニアンとしてスター 卜し 2年後に横浜クラブへ移

り当ク ラブへは、1989年に移籍入会させていただ

きました。

わずか 9年間に 3箇所のキワ ニスクラブを転籍

してまいりましたので、当クラブ会員 としてはま

だ 5年目の末輩ですが、設立30周年という意義深

い年にめくやり合い、 記念事業準備委員会の一員と

して記念諸事業の企画、実施に参加させていただ

けましたことを光栄に存じております。

常設委員会では、入会以来社会公益委員会に所

属 して先輩諸賢の御指導を受けておりますが、ど

うL、う風の吹き廻しか一昨年秋から委員長を仰せ

っかり、伝統ある 「社会公益賞」授賞候補者の発

掘と選考に毎回頭を悩ませております。

昨年の皆勤賞で27年という松本龍二様を筆頭に

16名の大先輩が20年以上皆勤の偉業を達成 してお

られますが、そこまではとても及びませんので、

まず本年度で 5年皆勤に到達し、次のステップと

して10年皆勤を目標に、 例会、火曜畳食会出席と

諸行事参加に務め、微力ながら当クラブと共に歩

んで行きたいと思っております。

皆勤賞に程遠く ても

大月 高 (日本ハウジンクローン側特別顧問〕

昭和39年当時、キワニスクラブの創設の話が、

鹿内信隆氏を中心に持ち上がり、私にも会員にな

らないかとのお誘いを受けました。 しかしこの種

の集まりでは、定例の開催日には欠席は許きれな

いという厳しい規律があり、折角の機会でもあり

ましたが、残念ながらご辞退いたしました。遇々

その時の大阪キワ ニスクラブの事務局長が、関西

電力副社長の加治木俊道氏であり、「出席のことは

他のクラブと違ってそんなに喧しく 言わないから

入会したらどうカヨ」と奨められ、お言葉に甘えて
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主|入会させて項きました。 その後同会の会長も勤め

お|させて項き私なりに一所懸命にやったつもり です

が、昭和51年、東京への転勤を機会に東京キワ ニ

スクラブに転籍させて項き現在に至っております。

ただ、出席につい て言えば、「出席恒ならず」と い

うことで、メンバーとして長年に亘るにかかわら

ず、皆勤者に項裁するキワニスのバッジには~Jl.f，縁

の侭です。ただ、お蔭様て¥i明朗且つ親切な多数

の会員諸兄 tの親 しいお付色合いに恵まれ、楽し

い会員生活ぞ今後 ともエン ジョイさせてT買きたい

と念願している次第です。

例会、そ して委員会の価値

関野E輔(積水化学附社友)

1.例会の出欠

大阪キワニスクラフoの会員だった上司の勧めで

49年 6月に入会した。入会後20年近くになるが前

半は精勤'l'l:~ 1匝l貰っただけだった。新宿の高層

ビノレに勤務 していると、 11時に は出席するかどう

か決めなければならなかった。 ところが村田に勤

務することになったら、 12時に出欠をきめても間

に合うことになり、後半は13年皆勤を続けている。

銀座の昼食会が出来たことは、有難カBったが、出

欠状況は、仕事の繁閑・勤務場所・健康に大きく

左右されることを痛感している。

2.委員会の価値

入会してからは長い聞社会公益委員会に所属し

た。その後暫〈総務委員を して、現在は青少年教

育委員会に所属 している 。毎年社会公主主賞と 青少

年教育賞の表彰者の選考に関係したが、それ迄仕事

と趣味に関係する社会しか知らなかった私にとり

全く違った社会を垣間見る事が出来るのは非常に

有難い。これだけでもキワ ニスクラブに、入った価

値がある t思う 。ある表彰対象施設の食堂に椅子

が一つ もないので尋ねたところ、車椅子の人達に

は椅子は要らな いと 言われた事なEを思い出す。

30の節 目を大切に

小菅 宇三治 (プリマハム側相談役〉

論語に 「吾十有五に して学を志し、 三十にして

立ち、四十に して惑わず、五十にして天命を知る 」

とあるは孔子が自分の生涯を要約 した言葉 と言わ

80 

れている。私は学生時代テニスの選手だったから

点数を15、30、40ゲームと呼称するのと奇 しくも

同じ。人生にしろテニスにしろ30は極めて重要な

ポイント t思われる。東京キワ ニスクラブは創立

30年を迎えるが、この節目を大切に更に若々しく

魅力あるクラブへ発展し度いものだ。

論語は更に 「六十にして耳順う、七十にして心

の欲する所に従い矩を越えず」 と続く 。私も 幸い

健康でゴノレフ、清元、小1唄と欲望のまま楽 しんで

いるが、人間の規範を逸脱しないように自戒して

いる 。吾が人生を振り返ると 30代が一番活動的だ

った。 伊藤忠時代30代 にジャカノレタへ一年半 ロス

アンゼノレスへ 6年駐在 し両支庖を開設 した生涯永

住し たのは此 の二固 と日 本だが、私の字三治

(USAJI)なる名はUSA(米国)J (ジ、ヤパン)I (イ

ンドオ、シヤ)の三国のイ ニシヤノレから構成されて

おり不思議だ。清元の名取名は清元宇三寿、小l現

は柳恵三治と共に3に縁がある。キワ ニスの30周

年に幸あれ。

元干且キワ ニアン

須藤幹雄 (側新潟ロシ7フ村社長〉

今から30年昔の こと 。昭和39年 7月15日に私は

一人でキワニス国際本部を訪問 した。 その頃本部

はシカゴ市東エリ エ通101番に在る 3階建のピノレデ

ィング全館を占有していた。本部を訪問すると各

キワ ニスクラブ会員に対して、来訪の記念に証拠

として登録手帳を授与する↑貸しだ。

自宅のアメリ カ在勤中の資料棚から、 30年前に

手渡された登録手帳を探 し出 し懐かしく眺めた。

第 1頁には本部建物の全景カラ ー潟民が載っ てお

り、続いて1918年シカ ゴに本部が設置されて以後

市内を転々と移動したが1959年にこの新築の事務

所ピノレをエ リエ通に所有するに至った経緯が説明

されて し、 る。最後の頁に 「シカ ゴキ ワニスクラブ

会員須藤幹雄を1964年 7月15日に年初以来1148番

目の来所会員と して登録する。ク ラブ数は5237会

員数は270000Jとある。キワニスは1915年デトロ

イ 卜(ミシガン)1916年ハミル トン(オンタ リオ)に

創始された。以後もアメリカとカナダにのみ設立

が続いたので、キワ ニアンは北米の市民と見倣さ



れ、私も在米中は各地でキワ ニアンより声をか

けられ親しく言葉を交わし心強カBった思い出がある。

私の30話

関 口 欽也〈日本短波放送附社長)

ホ私の30"話は二つある。

くそのー>rこのお子さんは長生きできな L'0 よ

くて30歳まで」小学生の頃、私は医者からそう宣

告を受けたらしし、。 心臓に欠陥がある ーー という

ことで同級にも覚悟かを促したそうだ。「どうにか

して」母は医者に懇願し、その結果私は一年間一

日も休まずに注射に通うことになった。

その結果か、あるいは誤診だったか、私は生き延

び30才も越えたころ母親は私に打ち 明けた。大体

わが父は36才の若さで米国で客死した経緯があり、

母も私もホ若死の家系。に怯えた。私は何事でも

過度にのめり込む所がある。、命との競争。を感じ

ていたのかも知れない。

しかし30才も 36才も意識はしたものの無事通過、

その後30年近くお釣りのような人生、馬齢を重ね

ている。

くその二〉私が30年間務めた日本経済新聞から系列

の日本短波放送へ移ったのは昭和59年、会社は丁

度30周年を迎えていた。社長ははかならね この記

念誌を推進した小島章伸広報委員長。その ころだ

ったか 「会社の寿命は30年」ということが言われ

そんな題名の本もてていた。私の社員への挨拶は

、ニューたんぱを創ろう。今年当社は40周年だ。

釣り大会で30イ立

北村 貫太 郎 (地域振興整備公団副総裁〉

それこそ30年ほど前の事である。ある日乗合の

釣船てやキスを釣ろうと金沢八景へ出かけた。駅か

ら一番手近な船宿はキスの乗合が満船て¥隣をの

ぞくと、あるスポーツ紙主催のキス釣り大会でま

だ席があるとのこと、それも面白いと、船賃のほ

か参加会費を払って乗船した。いざ釣場に着いて

みると 、海上には同紙協定の釣船が集合している。

時聞がきて競技開始となった。ぽつりぽつりの釣

れ具合だが、 くじで当たった胴の間の釣座にして

は調子がし、い。競技終了の合図て、、港へ帰り数える

と40数尾、周りの釣れ具合か らこれでも入賞かと

おもったが好調の荷台があって、優勝者は90尾台、 I~ 

私達の船でも 60数尾の人がし、て、入賞な Eとても|品

とてもということがわかった。帰り支度を してい

ると 10位、 20位という区切のい L、順位に飛び賞が

出るとのこと、しばらく待っていたら30位ですと

いうことで同順位の他の人と 一緒に賞品の釣り針

と糸を一賞った。その後、仲間うちのものは別とし

てスポーツ紙主催など大きな釣り大会には一度も

参加していないので、こ れが私の唯一の記録であ

る。

東京キワ ニスクラブとの御縁

木戸孝彦〈木戸池田法律事務所長〉

三十年前の或る日、我が家の郵便受けに分厚い

封書が入って居た。封筒にはキワニス・クラブ発

起人会と書いてあったと思うがキワ ニスクラブと

いう名はそれ迄見たことも誰からも聞いたことが

なかったので多分当時流行していた銀座のメムパ

ーズクラフ、、パーの勧誘状であらうと思い屑、篭に捨

てようとしたが何か違うのではないかと云う勘が

働いたので開封した所之が東京キワ ニスクラブへ

のチャータードメムパー としての入会勧誘書類で

あった。発起人には子供の頃から存じ上げて居た

大先輩の五島昇氏・ 小坂徳三郎氏や小幡康吉氏が

居られうっかりお断りすると何を云はれるか判ら

ないし入会金や会費な Eもそこそこ負担出来そう

なので入会承諾書を送るこ tとした。之がキワ ニ

スクラブと御縁の出来た発端でありそれ以来三十

年多くの先輩、会員の方々の御世話になり今日に

及んで居る 。銀座のクラブと早合点し屑、篭に捨て

てしまって居たら此の様な思い出も 書けなかった

ことになる 。

三原時代の思い出

安原 正 〔農林漁業金槌公庫副総裁〉

30年前の30才の頃だ。広島県三原市に転勤とな

った。東京とは異なり、住居は、まずまずのペー

スはあったものの、隙間だらけの古びた木造平屋

建ててや時折「やもり 」 までが出没するのには閉口

した。また、昔風の五衛門風呂を薪てや沸かすのは

ー仕事であった。妻の不慣れを見るに見兼ねて、

昔ボーイスカウ トで習得 した野営の コツ を思い出
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主|しながら手助けを した。 これが自慢にもな らない

~ I が、数少ない家事手伝いの貴重な事例てある。 三
原の名産品は、瀬戸内海の島々を中心として穫れ

る広島みかんと 10数ill干の醸造元で造られる日本酒

てあった。なかでも「酔心」の銘柄が全国的に可

成り知られていたように思う。「酔心」はi酉仙とも

称され横山大観画伯が、米飯代わりに好んで飲ん

だとのことであり、酒代がわりの数多くの名作が

酔心の醗造元に所J哉されていた。秋に蔵から出し

て虫干しされる際、鑑賞の機会を得たが、誠に圧

巻であった記憶が今も鮮明である、 ともあれ、わ

が家にとっての三原での最大の収穫は、長男の誕

生であった。のびのびと した地方勤務の三原時代

を時々なつかしく思い出すが、残念ながら三原を

訪れる機会がな L、。

名古屋のキ ワニスクラブを作って

内;酉 倫(人事院法律顧問)

東京キワニスクラブが誕生して聞もない頃、多

分、昭和|三十九年頃だった と思うが、 今は亡き 小

幡さんから電話が有り名古屋て¥キワニスクラブ

の設立準備を して欲しいとの こと、 突然であり、

キワニスという名称、も馴染みのないこ tばなので

その名の由来から学ばねばならなかった。大蔵省

の細見卓、通産省の三上君と三人てや話合って、設

立の準備を?はじめた。名古屋の場合、地元の名士

は大部分ロータリークラブの会員なので基幹とな

る人を得ることが、実に難しかった。当時日本碍

子(現日本ガイシ)の社長だった野測さんを口説

きおとして、設立の責任者になってもらった。 そ

の後、私たちは三人 tも発足する前に名古屋を離

れてしまった。その後トヨタの豊田章一郎氏など

も入会し、順調に発展しているが、思い出の多い

クラブてやある。

縁と 言 うぺきか、実はキワニスクラブには、ず

っと前に、ほんの少しのかかわりが合ったこ tを

思い出した。

昭和32年、私は、ア メリカへ長期出張し、その

聞のある日、ナイヤ方、ラシテーを訪ねたときその

地のクラブにゲスト tして招かれ、楽しい昼食を

その地の人達 t共にした。そのクラブがキワニス
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クラブだったのである。記憶を蘇らせると、その

とき、 キワニスとは、インデ、ィアンのこと I.f'てやあ

り、ナイヤカやラのi竜をはさんてや、アメリカとカナ

タゃのインターナショナノレなクラフやて、、あるという i見

明のあったことを思い出した。

私も東京の会員になって、二十九年になる。(こ

の頃は少々サボ、リ過ぎているが)

更に、その 卜年近〈首i}に、いささかの縁のあっ

たことをこの際、ご披露しておきたい。

30年毎の青春

畏富箔一郎 CQUICK総合研究所理事長)

担、が社会人になったのは、昭和33年。従って30

より 33の数字の方が好きだ。大学を出て入った大

蔵省の同期会は「三三会」。電話番号も 5033や5133

を選ぶ。自宅のFAXは、 5707-51330!:ころで今日

は"*1-の30"0

昭和30年は、日本が戦後復興からそろそろ高度

経済成長に移行 しょうか、という時代だった。 30

を二つに分けての15年周期説がある。 1916年から

1930年まで大正文化の花聞いた文化の時代。次い

て"1945年(昭和20年)までが戦争の混乱の時代。

1960年までが吉田内閣に代表される政治の時代。

1975年までが池田内閣に代表される経済の時代。

1990年までが大平首相が指摘した文化の時{-t。

1991年か ら混乱の時代に入った。ベルリンの壁・

ソ連邦の崩壊、湾岸戦争、パフツレ経済の崩壊と大

不況。先の政治の時代に構築された55年体制の崩

壊。2006年からの政治の時代に入る。 日本は明治

維新以降、政治の時代に新憲法を制定したが、今

度は どのような政治体制営造るのか。

さて今年、私は30の二倍の60歳になる。青春は

30年毎に回ってくる。第三の青春時代を迎えると

思うと、新春から心も弾み休も張り切ってくる。

混乱の時代に、不況を?早〈克服し、新しい発展に

向かつて、皆さん、大いに頑張ろう。

「結婚30年で始めたス キー」

依 田智治 (野村証券側顧問〉

私は30才てや婚約し、翌年結婚したが、昨年満30

年を迎えた。 その記念に、妻と共に楽しめるスポ

ーツとして、遅まきながら、ス キーをはじめた。



30年前の新婚の頃ならいざ知らず、この年になっ

てと若干臨踏したが、親しい先輩の勧めもあり、

思い切って決断した。早速、紹介された神田の庖

で、用具一式を見繕ってもらい、ガーラ湯沢に出

掛けた。 そこのスクーノレて¥初心というコ ースに

のり、靴の履き方から特訓を受けたのを皮切りに、

これまでに 7か所に行き、イ可とかプレークボーゲ

ンはこなせるようになった。先日、再びガーラを

訪れ、昨年は止まれず林に飛び込んで、 しまったス

ロープを、今年はストックで加速して滑れたのに

は感激した。冬紛れ、も解消した。樹氷も素晴らし

い。是非、続けたい t思う 。

それにつけても重要なのは、健康と体力だ。

30代から太り出し、学生の頃より 一時は30キロ

近く増えた体重の減量のため、 30年来続けている

ジョギングも適度に続けたいと思う。

また、若い頃入ったゴノレフクラブてや最初に貰っ

たハンテ川は依然30のままなので二 そろそろ抜本

的に改訂しなければと思っている。

30歳に聞けた運勢

本間 崇 (本間法律特許事務所長〕

私が、形ばかり 一人前になったのは、 30歳にな

った年のことでした。昭和10年 2月生まれですか

ら、満30歳を迎えた昭和40年が私にとって、何と

か一人前になれた年であったという意味て¥最も

忘れ難い年でした。私は、この年、弁護士の登録

をし、社会的にはプロとして初めての第一歩を踏

み出したのです。スター卜 時には、ってを頼って

特許法の大家の先生の許に弟子入りを志願し 5年

後に恩師が亡くなる迄、牛込弁天町にあった，恩師

の自宅兼事務所て守 、雑巾がけ。をしました。 そこ

には、国の内外を問わず、 当時の高度成長に支え

られた大企業が、未だハシリであった特許紛争を、

群るようにして持ち込んで、いたのです。

その時から今日迄、知的所有権(当時は未だこ

の言葉はありませんでしたが)の分野一筋の道を

歩んで来ました。私はまた、その年の秋に30歳てや

結婚しました。 幸いにして(? )そ の時の結婚相手

が、 l男 2女を儲けた今の家内です。 このように

して社会的一人立ちが l年遅くとも 2年早くても

2つのめぐり合いはなかったでしょう 。最近、あ Ir
る占いのプロの女性がいいました。「貴方の運勢は |品
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30歳になって聞けました」 とさ。

南アに見た大きな世界の変化

市田 洋(清水建設附常任顧問〉

1973年の春、世界最大の鉱業会社アングロアメ

リカの招待により、南アに行きました。鉱山開発

のパートナーに ならないかということでした。当

時この会社は世界の産出量で、ダイヤモンドは85

%金は55%銅は40%という数字を誇っていました。

日本では、超高層ビノレは霞が関ピノレだけでしたの

に、 ヨハオ、スブノレグには既に 4本の超高層ピノレが

あり、街は美しく治安はよく、 この世の天国のよ

うに見えました。まして我々は招待客というので

ホテルには日の丸が掲っていて気分壮快でした。

しかし 1週間経って判ったことは、これはすべて

アバルトへー卜 てや成立つている tいうことであり

ました。 ヨハヰ、スブノレグの黒人労働者は夕暮のベ

ノレてや99%がパスてや強制輸送てや帰るのでした。後に

残る黒人は特別許可の保安要員とボーイ等の必要

従業員でした。南アの鉱山では黒人の賃金は白人

の1%でしたが、日本人だけが白人待遇といわれ「白

人の1%の賃金の黒人も黒人国の局長級の給料だ」

と説明されると、なんだか判ったような気になり

ました。 この数年の南アの話を聞くにつけ感無量

であり、世界の大きな変化を身にひしひしと感じ

るのでやあります。

共に歩んで30年

坂部三次郎(ダイ二、ツク閥会長)

昭和三十九年七月入会の私は、キワ ニス クラブ

の三 卜年をほとんど共に歩んで、きた ことになる。

例会では、何よりも異分野の諸賢による講話を楽

しみにしてきた。 とくに官界ご出身の会員諸氏と

の出会いは貴重。民間企業人ゆえに、新 しい世界

に触れる思いがするのである。

私も数回、車話を担当させていただいた。 i寅題

はくハレー蕃星の話〉にはじまりく天体の美しき〉

〈地球環境〉な E、いずれも天文にまつわるテーマ

であった。それは私自身が、天文愛好家を自認し、

小社の滋賀工場の中に天文台を造ったからだろう 。
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rl工場の中にある天文台「アス卜ロパーク天究館」は

副 社会貢献の一環として創設。 二十一世紀を担う青

少年のための施設として位置づけている。

昨年八月、長野県高速で開催された「環太平洋

学生キャンプ」でも <星の美 しき >について講演

させていただいた。学生諸君は興味深け、に聴、いて

くれ、「面白かった」と感想をよせてくれた。星の

誕生の神秘を語るたびに くかけがえのない地球環

境>を破壊しではならないと痛感する。

キワニスの活動のなかで、私のライフワ ークで

ある <天文 ・地球環境>問題を語る機会をあたえ

られ、 i楽〈感謝している 。

ヨコ社会の代表

山下静 一 ((初経済同友会終身総事〉

戦後日本に明るい光をもたらした、東京オリン

ピックの年の初めに、東京キワニスクラフーが産ぶ

声をあげたので、本年は30周年になる。在来のク

ラブとは趣きを異にするのをうたいあげ、それに

賛同する 55才以下の経営者、公務員、文化人など

96名がチャーターメンバーに名を列ねて参加した

のであった。それから30年を経た今日、いちじる

しく若返ったなかに、なお元気な在籍者が私を も

含めて24名を数える。この数字自体、クラブの発

展史の一面を示すもので、絶えず新しいエオ、ノレギ

-1:して新会員が入札しかも創立当時の精神が

固く守られているのは喜ばしい。

本来クラブというものは、個人が組織単位であ

り、従ってクラブのなかでは職業とか、地位 tか

いうものがものを言ってはならず純粋の人間関係

をi楽めるところでP あるべ、きなので守ある。 とくに日

本のようなタテ社会といわれる社会では、むしろ

ヨコ社会として、クラブを大切にす る必要がある

と、私は日ごろ考えている。言 うなれば人間関係

の増進、他社会との交流、友情の源泉として、わ

がクラブを高〈評価するのである。

ヨーロ ッパと宇宙と

中山迫夫 (宇宙通信欄顧問〕

私の30才代は 海外体験一外国との出会いの10

年であった。 1959年秋、日本輸出入銀行の融資に

関る当時としては大型の海外直接投資計画の帰趨

を見極めるべくメキシコに飛んだ。ジ‘ェッ卜旅客
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機が初めて太平洋を横断し始めた頃である 。約 1

ヶ月かけてその計画の挫折の経緯を具に調べ海外

での企業経営の難しさを勉んだ。数年後、輸銀の

古湾総裁に随行して、ワシントン(世銀総会)・南

米諸国歴訪 ・ブラジノレでの借款交渉に参加と 一挙

にラテンアメリカと親しくなった。

東京オリンピックが終り、我国がOECDに加盟し

先進国の仲間入りをした翌年、森永総裁に欧州事

務所の開設を命 じられ 3年余り パリに駐在 した。

街の市場では未に旧フラン単位てや値段が呼び立て

られて居た。1968年にはブレ トンウッズ、体制崩壊

の予兆が見え始めた。欧州、|の国々を訪れて多くの

知己主?得ると同時に、日々の生活の"I:rに在る歴史

や文化に桜した。「ヨーロツノfJが心の中に様u心

み込んで来た。この10年の経験は、その後人生に

少なからぬ影響を及ぼした。

あれから30年を経て今度は「宇宙」に関る仕事

に携わり乍ら、程、は還暦の年を迎えた。

「国際化と私のPKOJ

高橋 清(昭和シェル石油附取締役相談役〉

私の30年を振り返ると、仕事の関係で外固との

かかわり合いが多かった。そこで、私の経験から

国際的な対応について「私のPKOJとして、Person-

ality (人柄)Knowledge (知識)Originality (独

創性)の三つの重要性を指摘したい。

異文化聞の人間関係で特に必要な人柄は、相手

の立場をより良〈理解しようとする寛容の精神と

ノfワー・ ポリティックスに両すえうる強切な市首神の

持主だ。次に、 相互理解の増進のためには、自国

のみならず相手国の事情、特に歴史や文化なEに

深い知識を持つことが有益である。さらに彼我の

双方を同じ年代比較ができるボーダーレスの歴史

感覚守身につけることが出来れば申し分無い。 30

年前の日本の国際対応は、一方通行で、欧米諸国

からのl吸収に主眼があった。日本の国際的地住が

変わるのに伴い、例えば私レベノレの話でも会議に

出れば、建設的で、¥オリジ、ナノレな見解を求められ

るようになってきた。いわゆる、日本的なものは

共通に理解できる普遍的な面をとり上げなければ、

国際的にはオリジ、ナノレなものとして評価されない

ものが多い。今後も私は 「私のPKOJをふまえて、



さらなる努力を続けたいと考えている。

「よい社会をつくる」エネルギーに

寄木正 敏 (月島機織附会長)

キワニスクラブと私の接点は、昭和48年三和銀

行名古屋支庖長になったu寺から始まる。た しか10

周年を迎えて勢いがついていた名古屋クラブのメ

ンバーであった、豊田章一郎さんから勧められた

当時トヨタ自動車工業(的の副社長をしておられ、

大事な取引先でもあり、公私親しくしてT頁いた こ

ともあって早速入会員にしてT頁いた。その ときの

「ロータリ ーやライオンズ、と異りクラブU:大変少な

いが、 気の合った人達てや明るくよい社会をつくり

あげたい」とのお言葉が耳に残っている。

それから本庖に戻ったが、石油ショックの後始

末、月島機械側の再建等でメンバーを辞退する こ

とにな った。その後徳永さんや亡くな られた鹿内

さんの助言て¥東京クラブの末席に加えて、 I貢い

た。丁度私にと っては中抜きであるが二十周年 と

いうことになる。実際のスポンサーは、増沢であ

るが、あとの二人青山さんし 藤田さんはすでに

故人となられた。 まことに残念で、しみじみ想い出

される。ついてはク ラブ も30年になる青年期であ

る。新 しい若くて立派な会員をどんどん増や して

「よい社会をつくる」エオ、ノレギー となって今後へ発

展するこ tを心か ら祈ってやまない。

アメ リカの広さと多様性に魅せられて

川畑正大 (附富士通システム総研取締役〕

30年前を振り返ってみると、資しくも私のある

意味での人生の転換期となった、東京オリンピッ

クの年と いうことになる。当時は、東大大学院の

学生であったが、開会式の 日快晴の空に、鮮やか

に画き1:1:'1された五輪のマークを、本郷の研究室の

屋上で眺め、何かしらワクワクする気持ーを抑え き

れない若者であったなと今でもなつかしく思い出

す。このオリンピックを契機として、 子供の頃か

ら夢見て いた世界を相手に何かやりたいという漠

然とした思いが、急に具体性を帯びたのであった。

東京大学より無事博士号を授与された後、縁あっ

て、米国IBM開発研究所に就職した。当時IBMは、

世界100ヶ国に現地法人を持つ超優良企業で、全世

界で約30万人の従業員をょうして居た。採用は通

常現地採刷であったが約30人位のアメリカ人以外 17:
の外人が、米国本社で採用される とい う事で運よ|品

〈ニューヨーク本社採用となった。 IBMI時代は機

会ある毎に米国内を出張させてもらった。 3年間

てIの30外I(正しくは37外[) 以上訪れることができ

た。アメリカの広さと多様性に驚き、感激したこ

とを昨日の様に思いだす。30年前にこ の東京キワ

ニスクラブを発足させ、育て発展させて米られた

諸先輩のビジョンと行動力に深い敬意を表すると

共に今ここに、微力ながらその一員 としてクラブ

の未来を担って行く機会に恵まれた ことに感謝 し

つつ、またね、の人生をだぶらせつつ、次の30年を

考えて行きた いと 願うものである。

時代に先行してい くグループを目指して

和田 洋 (富士ゼロックス附顧問〉

学生時代の英語の時間にジ、エオ、レーションとは

roo世代と訳されるが、これは、子が親に代わっ

てから、またその子f共に代わられるまでの個人が

活動する約30年間グである 」 と教えられた。その

時以来、私の脳裏には、一つの人生の区切りとし

てこ の30年という数字がことある ごと に浮かんでい

くる。第二の会社の創立の準備段階から数えて30

年、思えばノj、さな、 小さな苗木もあらゆる恵みと

チャンスを与えられて大木になり 、後輩に席を譲

ることが出来た。有り弼れ、ことと思って いる。

こうして培われた文化は親から子へ受け渡すこ

とによって実を結ぶ。東京キワ ニスクラブも 1月

2 4日に設立30周年を迎えた。ジ、エオ、レーション

チェンジの機が熟したといえよう 。 日本国も 55年

体fIJlJが大変動している今、若いメンバーの方々が

育てて こられたキワ ニアンの精神を更に大きく発

展させる為に10年先、 20年先のクラブがどうある

べきか討f義していたfごきたい。これによってl侍代;

に乗り遅れず、むしろ、時代を先行していくグル

ープとなろうではありませんか。

日本の高速道路に日米経済の趨勢をみる

吉岡孝行 (苫小紋東部開発側社長〉

自分の30才のときの ことを思い出してみた。

私は大正14年生まれであるので¥i前年令は、昭

和の各年に合わせて数を重ねてきた。 30才になっ

たのはまさに昭和30年である。当時大蔵省から !:H
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主|向して、ワシン トン大使館に在勤中であった。

お| いま当時と今日の日米の経済力の変化を考え、
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有為転変、今昔の感を深くしている。

昭和30年当時の日本の 1人当り国民所得は、米

国のおよそ 10分の l程度であった。私の大使館で

の仕事も、世界銀行やワシン トン輸出入銀行から

の借款にかかわることが多かった。 日本の最初の

高速道路は名神高速道路て、、あるが、その計画にも

世銀融資を申し込み、その基礎調査のため調査団

を招へいする ことと なり、私も関係した。ワトキ

ンス調査団といわれるものである 。当時の日本の

道路事情を調査 して、 「日本には道路予定地はある

が、道路というものはない」と痛烈に批判したの

は有名である 。 このようにして始った、日本の高

速道路も、今日てやは総延長およそ6000kmに達しさ

らに建設が着々と進んでいる。そして日本は L、ま

や世界ーの債権国の発展し、米国は世界ーの債務

国に変わっている o

良識集団として

平山健

東京キワ ニスクラブ誕生30年。 この問、諸先輩

が創り上げた雰囲気あるいは伝統ともいうべきも

のは、貴重な財産と思います。

キワニスは、アメリカ・インディアン言吾て、 そ

の意味は、 gathertogether t 間L、ています。彼等

集団の徒ともいうべきものも、この集会で段々と

練り上げ、られて出来上がったものでしょう 。人種

の均柄、アメリカは、異なる人種、宗教が、寄り

集まって合衆国を創り上け、ましたが、その実生活

体験か ら試行錯誤を重ねて、自然発生的に行動規

範が整って行くという伝統守作り上げました、当

クラブの会員は、人生経験、社会経験はそれぞれ

ですが、基本的には、高レベノレの良識集団です。

この30年間、仮りに社会通念に反すようなことで

もあれば、当然のように良識がこれを修正自浄し

て発展を遂け‘て参りました。

最近、当ク ラブの活性化が議論されていますが

多かれ少なかれ、政治経済動向、企業マイン ドな

どを反映して、 j皮があるものかなとも思います。

然 し乍ら、良識集団として、絶えず質的向上に努

めてゆけば、益々魅力あるクラブとなること確信
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しているものであります。

我が30才の回想

井山 八郎 (シ一戸イ化成附相談役)

はや40数年の歳月がたったが、我が30才は今尚

鮮明な記憶の残る年である。学徒出陣し昭和21年

3月帰国し、故郷の地にて、心のゆとりを取戻し

たのは、ふるさとの自然と肉親友人達であった。

同年大学を出て当時の大建藍業(伊膝忠 丸紅、

呉羽紡合併会社)に就職し東京勤務となった。戦

后のみじめな有様を体験し祖国再建への情熱を貿

易再開の仕事に打ち込Uo 24年分離した伊藤忠大

阪へ転じ、生ゴム取引を担当した。我が固に大き

な影響を与えた朝鮮動乱のさなか、 26年30才を迎

えた。年半L;f動乱終結し商品相場暴落し経済は大

混乱となる。生ゴム相場暴落に直面し、その後始

末に迫われたが、なんとか処理を終えた。国の経

済、貿易商社も大きな転機となる 。商社マンとし

てこの時あらゆる体験から <窮すれば即ち変じ変

ずれば即ち通ず> との人生のモットーを持つに到

った。秋には結婚し新しい人生へスター 卜するこ

tにもなった <30にしてたつ>の言葉があるが、

思えば我が30才は、学徒出陣と共に人生に於て忘

れ得ね忠ひ出おおい年であった。

わが30歳の一駒

堺 司 (開対日投資サポートサービス社長〉

ノックと共に冶oodmorning Sir" とインド人

のスチュワ ードが、ティ とビスケ ットを盆に捧け、

て入ってきた。午後 6時半、黄色の煙突に純白の

船体のイギリスのP&Oの大型客船ヒマラヤ号のキ

ャビンである。 この世界一周の客船は、 10人のブ

リティッシュ ・カウンシノレ留学生を釆せて、 1961

年 7 月 26 日 長駆英国に向け~賛浜を出帆した。神戸、

香港、マニラ、シンガポーノレ、 コロ ンボ、ボ、ンベ

イ、アデンに寄港 し、英・エジプト!隙争終了直後

久しぶりに再開 したスエズ運河を通過して、ポー

トサイド、マノレ夕、ナポリを経、 ドーノfー海峡の

白い崖を眺めながら ロンドン近郊のサザンプ トン

に着いたは 8月30日。 35日間の地球半周の船旅だ

った。 その問、一日 8回の食事(モーニ ングティ、

朝食、ビーフティ、昼食、アフタヌンテイ、ディ

ナ一、イヴニングティ、夜食)が日夜手を変え品



を変えてサーブされた。酒類も無税、昼間は、デ

ッキテ ニス、 卓球、水泳、甲羅干し、夜はダンス、

|映画、ビンゴと連日連夜の催してや、戦後絶えて久

しく西|政の生活と縁のない我々には夢のような、

そして今でも別世界の出来事の、わが30i畿のー嗣

でした。

神宮のお養銭

内田 宏(資生堂顧問〕

「ショックを受けちゃってね」と友人が切り出し

た。正月オランダから来ている友人を明治神宮の

初詣に連れて行ったところ、雨と|咋るお君主銭を見

て「日本て"は海外援助には問題はないな」とつぶ

やいた。 その理由をただすと、オランダても協会

のミサの終り頃帽子が廻って来て、夫々何がしか

の寄付をする 。 これは元来貧しい人々、恵まれな

い人々への慈善て、、あったが、最近は、国内福祉政

策が充実 してきたので、今やこれらは全て後進国

の貧しい人々、恵まれない人々のために贈られて

いる。 円本もあれだけのお一審銭が様げられている

のは素晴らし いことだと 言 うのである。 この話を

問L、た夜、の方がショックを受けた。和11宮やお守てや

のお要銭は、 「一家安全、商貰繁盛」と 言 うことに

なっているが、オランダ人の言 うことも短絡的で

はあるが又まことに尤もなことでもある 。矢張り

我々日本人の心の底に「自分だけ良ければ良い」

と言 う気持があるのかなー と考えさせられた。 そ

れだけに我々キワニスクラブの活動は欧米のそれ

とは又違った大きな社会的意味があると思われる。

あるキ ワニアンとの出逢い

山口衛 ー (日本航空機開発協会劃理事長)

昭和三十一年は、経済白書によれば、「もはや戦

後ではない」年であったが、対外経常収支の大巾

な赤字が常に重くのしかかっていた。「私の30Jは、

当時通産省から日本貿易振興会の総務課長に出向

して、月余にわたる初めての海外出張であるキワ

ニア ンによって米国人の気質、 ものの考え方を生

活を通して体験させられたことである。桑港の有

力な貿易商であり 又同地のキワニスクラブの会

長であった彼は、その後の長い交遊から公私にわ

たり深い感銘を与えてくれた畏友であった。

私の出張目的は、シアトノレ国際見本市の日本代

表団の事務局長 として、今の岡松通産審議官の父 I ~

君の岡松成太郎団長の補佐役で、市当局 との交渉、 |お
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業務総括であった。見本市での成功は、外貨予算

の少ない日本側に対して、競争相手である彼が、

米側を説得して、メインの場所をすべて譲ってく

れたことであった。 シアトノレ滞在中我々全員は、

彼のボ、ランタリの仕事である「日系人収容補償」

の資料収集のため、夕刻七時以降関係市民の個別

訪問をして、一ヶ月間献身 したこと は、彼とのiifl

逢いの第一歩として貴重な体験であった。

生涯の公私に亘る大変化の年に

三輔良雄(弁護士〉

初、が満30になったのは昭和18J:1三て¥私の生涯の

公私にEる大変化の年だった。前年 5月に蒙古の

26師団から還り 4 年半ぶりに軍RI~ を脱いで内務省

に戻っ た。 7月に千葉県農務課長に発令、東京育

ちの私は米と 麦の区別が判るかと皆か ら冷やかさ

れつつ赴任した。 2年余の蒙古在勤が戦地加算てい

7年になるそうで18年 1月に勲 5等瑞宝章ど甥り

3月には結婚する ので、 地元紙に両手に花の農務

謀長などとはやされた。

古いが広い官舎での新婚生活の 3月目再度の赤

紙てや丁度365日目にまた軍服を取り出した。しかし

その翌朝予定通り松戸に1:1:'，張して東葛郡下の町村

長農会長を集めた末の増産供出の会議を主催した。

昨夜招集令状が来たのに課長はきてくれたと緊張

気味の皆さんに、北に向かうか南に征くかは命の

侭だが心に残るのは只今年の末の増産と供出だ、

我々の努力てい必ず達成すると皆さんのお約束をい

ただいて安心して勇 ~1~1:1:'，征したいと悲壮な演説を

やったのだが、数日後発令されたのが何と同じ東

葛の柏に新設された部付の高級主計で松戸に家主?

借りて通勤することになったので、 当分その村長

方に逢うのが気恥ずかしかった ものである。

あの頃

佐藤満秋 (ヘキストジャJ¥ン側専務取締役)

30という数は、私の今まで歩んで、来た人生の半

分を意味する 。丁度フノレプライト留学生として米

国コロンピア大学に学んでし、た頃のことである。

私は、日 240ドルの生活費をもらい、それを70ドノレ

寮費80ドノレ書籍代等の小遣い90ドノレ即ち 1日3ド
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引ノレを朝70セント、 畳 1ドノレ、夜が 1ドノレ30セント

お!の食費として大学のカフェテリアでたべていた。
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さすがに慣れない米国寮の食事仁、 一ヶ月もす

ると食谷大がな くなり、宵が受けつけなくな ったが

それを無理して押し込んでいるうちに、 10日も経

っと食事が待ち遠しくなる程おいしくなって来た

多分私の胃の消化酵素が漬物等に適したものから

肉類に適したものに変わったのであろう 。

ある日、アメリカのガーノレフレン ドが日 本食を

食べたいというので、行ったこともない「斉藤」

tいう日本料理屋を電話帳で探 し、でかけたら天

ぷら定食で二人分30ドノレも tられた。翌日から 9

日間も絶食を強いられたことは申すまでもない。

貴腐ワインは30年戦争の置土産

愛沢尚太郎(側メイブルクイン取締役〕

賞腐ワインはハンガリ ーのトカイ地方て"1651年、

恰も 30年戦争の泣産の様に仙然出来た。永いl波乱

の後で、荒廃した葡萄畑は容易には復活出来ず、

栽培に十分な手が届かない時に葡萄畑は突然灰色

徽菌(ボ トリテ スシオ、レア菌)に侵された稲荷の

実は白い粉をふき水分は殆ど蒸散して微だらけ。

来年のワインが~!\~くては困ると農園てやは祈る気持

ちで思い切って、蹴々の葡荷を搾っ て醸造するこ

とにした。その結果は天の恵みか甘度の高いまろ

やかな素晴らしいワインが出来た。 30年戦争、か

らの贈り物のこのトカイの賞腐ワインは、ヨ ーロ

ツパ中の王侯貴族主?歓喜させた。ロシアのピョ ー

トノレ大帝は l個連隊の護衛をつけてトカイか ら取

り寄せたと伝えられ、又フランスのノレイ 141Jtーはこ

れぞ「ワインの帝王・帝王のワイン」と絶賛した。

この後、各々百年前後づづ隔ててドイ ツのライン

3ゲウ、フランスのボシレドーて¥ そしてラインJゲウ

からは丁度二百年目の昭和50年には、我国山梨の

サントリーワイナリ ーに、夫々に偶然のエピソ ー

ドを秘めて賞腐ワインが誕生 した。

スポーツを通じて世界の平和を祈る

藤原宣 夫(藤原事務所所長〉

あれは30年前、私が30歳の時、アジア初の東京

オリンピック大会が開催された時の事てやす。

東西ドイツがその時初めて統一チームとして参

加したのですが、 ドイツでのフイン ・クラス代表
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選出レースで西側がインチキをしたと東側が怒り

だし、大11宣嘩になったのです。オリンピック委員

会では日本で東西の フインの代表レースをするこ

ととし、日時の指定をオリンピック委員を してい

た私は伝令として先ず東側のキャンプへ書面を届

けに L、きました。東側は、 書面の受領を拒否し止

Uなく書面を置いて帰り、次に西{J!lJのキャンプに

行きました。西{J!IJでは、如何に東イJlIJがずるいかを

聴かされて帰りました。結局西側しか指定海面に

現れず、統一チームの代表は西側のフイン選手と

決定され、ゴーノレドメダノレを獲得しました。そし

て1989年、ベルリンの壁が崩壊し、その直後私は

プランデンブノレグ門を訪れ、 日本でのオリンピッ

ク大会の事件を思い1:1:'，し感慨無量でやした。

東京てやノfレスチナとイスラエノレの卓球選手が握

手をし、フェアーに競技をしたのは記憶に新しい

ことです。スポーツを通じ世界の平和]が来ること

を心から念ずる今日この頃です。

鹿内さんとの出会い

高木 昇 (東京工科大学学長〕

昭和20年頃の後半、鹿内さんのお宅で夫人並び

に親しい友人が集まってお茶の稽古を始めた。担当

の家内は、お茶の先生を戦前からよく知っておっ

たので、勿論それに参加した。そしてある時家族

相集って新年会を催す ことになった。それには夫

人ばかりでなく我々並びに子供達がお得意な芸を

披露するもので、あった。

例えば歌あり踊りあり隠し芸ありて¥本当に賑

やかな 1日を過ごしたものである。この様なこと

が数年続いたと思うが、やがていずれも忙しくな

り新年会は途絶えてしまった。

次いで、キワニスクラブが1964年に発足し、私は

初めからいれてもらった。メンバーの入会には私

の年が最大限で当時55歳以下の人のみ入会可能と

なった。当初は私も熱心にキワ ニスクラブの例会

に出席し、そして 2、 3の講演も行った。翌年か

らは私が東大の宇宙航空研究所の所長となり又科

学技術庁宇宙開発推進本部長を兼ね、激職の為出

席がままならなくなりました。

キワニスクラブ30周年を迎えるに 当たり鹿内さ

んとの出会いを楽しく思い出しました。



メ

89 

..-.. 



映画、 トラ ・トラ ・ト ラグと

キワニス・ク ラブ

(株)日本短波放送顧問

安 藤蕃

日米合作の廿世紀フ ォックス映画、トラ ・トラ・

トラグは昭和45年 9月25日封切上映されたのだが、

この映画は日本の航空艦隊が真珠湾攻撃の際使用

した 『我、奇襲に成功せり!~ という暗号電報を

表題とした日米開戦当H寺のスト ー リーである。 日

本側は日 i舌の桝田利雄監督の下に、山村1[.忠、 三橋

達也、田村高民、東野英治郎、千田是也等の一級

スタ一連が、山本五十六大将以下連合艦隊の提督

を演じている。 ところが、、トラ ・トラ・トラ M 日

本側fljlj作のもう一つのラッシュ・フィノレムが米国

の廿世紀フォックス木材;の倉庫に|民っているこ t

は、 一般に知られていない。

もともと此の映画は、昭和41"1三当時、廿|世紀フ

オツクス社から国際的に声仰liの高い黒薄明監督に

話があり、同監督は一年半を費やしてシナリオを

完成し、昭和43年の12月中'JJめから約一カ月間の撮

影が行われた。黒j宰監督はこれを単なる軍事映画

としてではなく、開戦に至るまでの日米間の交渉

や経緯や真相を描き出し、 『真珠湾を忘れるな I ~

という米国民感情や、日本の国際信義に対する世

界の誤解を少しでも解消したい考 えだった。 そし

て、主要なキャストにスターを使わないで、素人

の社会人を充てようと考えた。『スタ ー という存在

は、スタ ーの特別な顔があるからで、それがこの

場合役柄に邪魔になる 。国の危急存亡の秋に身命

をl!苦していた人達を再現するには、日米開戦を身
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をもって体験し、現在各分野て活躍 している、社

会生活の年齢を経てヨ!とた社会人の芦j，、ffが必要

fご。~ !:.氏は言っ ていた。

ロータリーやライオンスーより、キワ ニスの構成

メンバーがその構想に迎合しているとして、東京

クラブに↑tl，))出演の依頼があり、黒沢氏の面接の

が1栄十数名が1:h1，)) 出演することにな った。宇垣参

説謀ミ長に三輪良雄(而前]防衛次官)， 、u山」口少将に北野次

登 (北1野予建設社長)上、 藤井政務参t謀某に数佐三L郎!刊巾|日i(仰耳束E 

防印刷社長)上、黒品参謀に牧回喜義(フジテレピギ

ヤラリ 一社長)上、清水中将に岩田幸幸占彰(束急急、国際ホ

テ/ルレ常務)上、 f仰伊j抑!日藤冬箪令部次長に南出{他也一イ|

製f作午所社長)ミ等等与卒:のj討海f毎E軍武官官.の外、 野村駐米大使に

小幡康吉(長野放送専務)、来栖全権大使に片桐良

雄(伊藤忠商事前務)、喜多総領事に永井邦夫(東

洋エチノレ常務)、木戸内府に木戸孝彦(国|努弁護

士)、等の文官役が決定した。*郷外相IJ:平沢和重

会員が交通事故に遭っ たため春日 由三会員 (日本

音楽著作権協会理事長)に変更決定。私も第 卜ー

航空縦隊参謀長の大西i竜治郎少将の役が振られた。

( )内は当時の役1[ill:。

その年12月3円からの京都東映撮影所における

廿 FI聞は、私達所謂社会人にとって全〈初めての

経験であった。 期間の大半は黒津監督独特のムー

ド作りに費やされた。

この様な繰り返しの廿日間であったが、撤影を視

察に31とた廿世紀フォックスのザ、ナック社長は、町'

村米栖両大使が本国からの宣戦布告の訓令を手に

する場面の撮影に立ち合い、最大限の讃辞を呈し



て帰っていった。来栖大使に扮していた片桐良雄

会員の台本に、ザナックは次の言葉を喜き残した。

ホエクセレン 卜・ スタ ー片桐良雄君へザ、ナック九

12月24日最終の撒影スケジューノレてー残っていた

高千穂交易の鍵谷社長(山本五十六大将)と私(大

西参謀長)の所へ黒沢プロ側の青柳プロテ、、ューサ

ーとフ ォックス側のプロデューサーのエノレモ・ウ

ィリアムスとがやって来て、黒淳氏が病気なので

監督を替えて撮影を続行するが、引き続き出演協

力して欲しい旨申し入れてきた。突然の事であり、

不可解な事であったが、私達は黒津氏が彼が心血

を注いだ脚本で彼の理想、を実現するのでなければ

協力する意思がない事を言明して引き揚け、た。事

の真相は複雑怪奇だったが、黒淳氏の質の高い人

間i全を著 しく f易つけるもので、あった。

此の廿日間に撮られたラッシュ・フィノレムは全

部持ち去られて、フォックス本社の倉庫に門外不

出とし て格納され、黒沢プロからの再三要求に対

して絶対にこれを見せようとしない。唯、 これを

覗き見たいという米国の雑誌記者の言や、翌年 6

月、黒様氏の誕生祝を兼ねて 『黒津明よ映画を作

れの会』が催 したパーティの席上てや、山本嘉次郎、

三船敏郎、 仲代達也等々の映画人を前にしての黒

津監督の次のスピーチか ら考えられる ことは、そ

れを何害1]引きかするとしても、私達は黒j峯氏の当

初の構想、そ裏切っていないのだという こと、黒j峯

氏の今後の映画!制作に役立つ何等かの資事|を提供

し得たのではないかということである。

『社会生活の年齢を経てきた人達の演技が、プロ

の似|ニ{憂生活てヨ!三数を経てきた人達のj寅技をはるか

に上阿る質の if~ ~ 、ものであった事は、かんがえな

ければいけない ことです。川、ラ・トラ ・ト ラかの

僕の慌影したフィノレムは、 そのJ~ I床てや、 みんな に

是非見て貰いたいものでした。今までの僕の監督

生活の中でも、びっくりする程のいし、ものでした。

こんなことがありました。ある社会人出演者に

台本を渡したら、それを読んで彼IJ.、ホ このセリフ

は私にはどうしても言えません。。

と言った。 そこで改めて僕が調べ

たら、前のセリフからそのセリフ

に繋がる聞の部分に、 実は作品が

長くなり過ぎるというのでカッ卜

したセリフがあったのです。 その

人は必r~'1主 とし て、和、には このセ

リフがここでは出て来ない。とい

うことを言ったわけてやす。 これfご

けの事を、 ちゃんと言える俳優ーさ

んがいるかどうか。社会人として

の経験と修練が、俳優の俳優生活

の中での経験と修練を上I!IIったわ

けでやす。 このことを、フ。 ロの{~Ff憂

さん達、プロの映画人達はよく考えて欲しい。」
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、Kiwanis" をめぐって

共同通信社外国通信担当役員

寺西五郎

キワニスクラブのくキワニス〉はアメリカ・イ

ンディアンの言葉から 出たという 。 その意味1;):日

本語ではく自己顕示〉というような こtだそうてや

ある。

実は その辺までは、そう伝え られていることで

もあるし、まだおそらくそのようなことて"あろう

と思う 。 しかし、そこから先になると、 事は意外

にめんどうであって、そう簡単に話は進まないの

でやある 。

1914年12月、キワ ニスクラフ。の創設者Mr.Allen 

S. Browneが、デトロイ卜市の史料編集委員Mr.C.

M.Burtonカョら提供してもらったいくつかのインデ

ィアン語の中か らKiwanisという 言葉を採用してク

ラブの新名称、にしてか ら、すでに55年の歳月を経

ている。爾来キワ ニスが固有名詞として確立され

ていったことは無論のことで、もはやその起源な

Eは雲煙のかなた に沈もうとしている。現代の権

威である 一辞書が、Kiwanisかのアメリカ誇におけ

る地住をamade word (合成語) と規定し、イン

ディアン語との連関を一応無視する扱いをしてい

るのはH音示的である。

それというのも、キワニスの起源といわれるア

メリカ ・インディアン言吾は、ひと筋ナワてはいか

ぬ言語であって、俗用はともかく、 Kiwanisを言語

学的に追跡する仕事はけっ して容易ではない。イ

ンディアン語の中てやは比較的よく研究されている
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北米イ ンディアン諮でも、120に近い諸諾の系統別

大分類でさえ現在なお明確ではないからである。

シカゴのキワ ニス ・インタ ーナショナノレ本部の

フェイ・マクドナノレドさんによれば、 Kiwanisはオ

ッチポウ (Otchipow)族インディアンの言語から

出たそうである。インディアンには文字がないの

で、 その言葉は耳から聞いた発音を、アノレファベ

ットの当て字で綴るほかはな し、。 したがって人に

よって書き方が色々違ってくる こtは避けられな

い。 そこでーこのオヅチポウというのもよくわから

ないのだが、インディアン諾の言語分類において

はオジブワ (Ojibwa) そのまたの名をチペワ

(Chippewa)とJI乎Jご言言吾と同じで、はないかと思う 。

もしそうとすれば、 この言語はSapirの言語分類

によ るアノレゴンキン ・リト ワン語族のアノレゴンキ

ン語iJKに属する言語という ことに なる。 この語派

は北米五大湖を中心に、カナダ中東部から合衆国

北カロライナまでの大西洋岸と内陸部に広く分布

しており、デトロイ卜市の地方史編集者が、土着

のインディアン語とし てこ の言語を選び出す可能

性はきわめて強いといわねばなるまい。

史学者パー トンさんがクラブの名称、として提案

したKiwanisの原型は・…・・。

Nun Kee-wan-isてやあって、耳てや聞いた語句をア

ノレフアベッ トに直したものにちカfいない。インデ

ィアン語は日本語と同 じような穆着語で各品詞の

相互連結がいちじるしい。だからアルフアベット

でもこんなやっかいな形になる。 きて オッチポ

ウ(またはオジ、ブaワ・チペワ)誇ではその意味が、

きわめて概聞きではあるが…・・・

みんないっしょに集まる。 Wega ther together. 

みんなで大きな音を立てる oWe make a big noise. 

ということてψ あった。ノf一ト ンさんがクラブの名

称として提案したのは、元来このようなく集まる〉

tかく交歓する〉とかのニュアンスを持ったイン

ディアン語であった。

このNunKee-wan-isという原型から、 Nunを落

としKiwanisを耳Rり出したわけであるが、それがく自

己顕示〉すなわちmakeoneself knownとヵ、self-

expressionと英語ていいわれるような意味になるとい



うこと は、かならずしも明確ではない。

第一の疑問は、〈自己顕示〉といった抽象概念を

インディアンが語として表現していたとするには、

やや無理があろうということである。私は最初〈自

己顕示〉という単一の語法があったのてやはなくむ

しろ対話的な日常語から帰納された概念かと考え

た。つまりくそれは私です〉 とか く担、は ここにい

ますよ〉といったl呼びかけの語法があって、それ

が自己顕示の概念につながるのではないかと思っ

たのでやある。アリソ。ナ川|フ ェニックスのシ ドニー・

ローセーン会員は、まれにみるpolyglotて¥外|の検事

次長を勤め世界旅行の途中東京キワ ニスクラブに

立ち寄った。われわれはヴアージ、ニア州内の一地名

の起源についてかなりの時間話し合ったのだが、

そのさいついてにキワ ニスにおけるく自己顕示〉

という意味の言い伝えは、どこから出たのか追求

してみる価値がありそうだという ことで意見一致

し、彼は本国での研究を約束した。 しかし帰国後

は公務多端とみえて、まだ結論は語学的追跡は相

当困難であろうと思う。

シカ ゴ‘本部のマク ドナノレドさんも ・・・ー・ 一説に

よれば、キワ ニスとは自己顕示、 という意味だそ

うです。 と手紙の中で書いているにすぎないし、

また、キワ ニス・インターナショナノレのク ラブ教

育宣伝資料〈初期のキワニス〉には、キ ワニスに

く自己顕示〉の意味があるとはど こに も書いていな

い。同資料によると、現代のアメリカ会員の大部

分は、キワ ニスとはクラブのモ ットーである、'We

build"の意味だと思っているそうである。

もし言語学的に ホNunKee-wan-is"が〈自己顕

示〉につながる筋道があるとすれば、私が最初想

像した対話的語法でないかぎり、それはあるいは

集まったり音を立てたりする宗教儀式ない し神話

に由来するかもしれない。ただ し、ここでかなら

ず しも日本のく天の岩戸〉神話な Eを思い出す必

要はないが、ややそれに通じる所があろうか、 と

いう推定である。

考えてみれば、権威ある ー辞書がキワ ニスをく合

成語〉とし、インディアン語起源説を無視 してい

るのは一見識であろう。 キワニスは過去半世紀に

わたって確立された言葉であって、クラブ自体が

ここ まで発展してしまえば、そのクラフ、名称がself-

expresslOnまたは羽Tebuildを意味するとして押し

通しでも、もはやい っこう にさし っかえな いか ら

である。さらにKiwanisやKiwanianの発音も、日

本人にはコワ ニスまたはコワ ニアンと聞きとれる

アメリカ語の音韻体系に完全にはいっており、

Kiwanisの最初の Iは、 rapidにおける It同じよ

うに、正式には日本語の〈イ〉だが、圧倒的に優

勢なその慣用ではくオ〉とかくア〉てやは表せない

けれども、それに近いきわめて弱小な付属音で発

音される。 これもキワニスが〈合成語〉ながら、

それなりにアメリカ語にとけ こんてしまった一証

左い、える。 それにしても〈自己顕示〉い、う

漢詩のひびきは少々回すぎるように忠われる。ク

ラブの創設者ブラワンさんが、インディアン語の

中か らキワ ニスを選んだときの心境I;;J:、ハイキン

グのく歩こう会〉といったふうのくだけた言い方

ではないにして も、なんとか親しみのある平易な

名称を、 と心がけて選んだのではないかと思う 。

これはけっして当て十佐古土ではなく、 1914年 8月、

クラブが最初に出発したときの正式名称L;J:The

Supreme Lodge Benevolent Order BrothersとL、

ういかめしいものであった。 これはまずく済生運

動向志会中央連盟本部〉とても L礼、たくなるよう

なひびきを持つ名称である。 そこで当然のことな

がら、会員がふえるに従って この固い名称に非難

が集まり、ブラウンさんはそのために改名を決意

したのが真相である。

だから、キワ ニスクラブはもし日本語に訳して

く自己顕示倶楽部>tいうようなことでやあれば、 そ

れはやはり固すぎるというほかはない。もっとも、

この辺は日本語の特徴でもあれば漢字の魔術でも

あって、すわりのよい、もっともらしい名称とな

るとどう しても こういう ことになりがちである。

ただ しわれわれのクラブにおいては、タンヤオや

チー卜 イツがく中国文化研究会〉であるから、 こ

こで も無論やぼな ことをいうには当たらないので

ある。

( 1969年8月キワニスジャパン 7号に掲載)
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第ア回戸ジ戸太平洋会議

東京大会

1979年の第 5回アジア太平洋会議台中大会の決議

て¥ホスト地区ならびにホスト クラブに決定以来、

水島ガノfナーを中心に、安藤東京会長は じめ荒井

国際委員長などによって入念な準備が進められた。

殊に任期中に逝去した吉見局長に代って、この大

会のために特に選任された上回克郎事務局長の苦

労は大変なものであった。ホス ト役は、台所方も

務めなければならないので、連日、刻々変る登録

者数による予算 と実状の板ばさみに、 E買が痛い。

大会は1981年 4月5日(日)か ら8日(水)、新宿・

京王プラザ、ホテノレで開催された。

海外33クラフーから 118名、国内231名の参加者を

数え、キワ ニスインターナ ショナノレ ・エンスタッ

ド会長夫妻、デトロフ次長な Eも参加、アジア太

平洋地域会員の親交を深めた。
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4月5日6時、開会式に先立つて開カか冶れfたJ水島

地区カ

餐会には、各地区役員が招かれ、前夜祭にふさわ

しい雰囲気を盛 り上げた。

4月6日(月)10時・開会式。安1藤泰会長のJ挨失拶の

あとし、鹿内終身名誉カ

語のスピ一チならびに各国代表の挨拶を兼ねた地

区レポ一卜カがずあつた。キワニスイ ンターナショナ

ノレ ・エンスタッド会長は、所用で到着が遅れたた

めデ卜ロフ次長がメッ セー ジを代読した。元キワ

ニス会長鈴木東京都知事も、出席され、挨拶され

た。会期中のi通訳は、荒井国際委員長が主と して

務めた。

4月7日(火)10時・1980-81の重点施策、TAKE

TIME TO CARE"を中心に活動状況等が進めら

れ、日本から提案の、アジア太平洋地区青少年問

題について。の各国発表と討論に移った。 日本か

らは、相羽会員 (名古屋クラ ブ)が代表て二通訳

は高木国際委員が担当 した。1982-83の開催地をフ

ィリピン ・セブ市に決定し、全会識を終了、正午

よりお別れパーティが、111下国際委員の司会てや始

まり、水島方、パナー より各国の代表者に、大会参

加記念の楯を贈呈、全参加者には、 安藤東京ク ラ

ブ会長より認証状が手渡された。

日本地区中山次期ガパナーの挨拶の後、次期開

催地マレーシアのラム代表よ り挨拶があ った。
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キーヴ-:~:よみ:
設立30年のあゆみ

? 

95 



キワニスごよみ 年表

19641

.

24 

1965 ~:~: 

e
o恥

ρ
h
H
V刷

。u
J
O
咽

4

・・・且

東京キワニスクラブ発会式

東京ヒノレ卜ンホテノレ例会場とする

東京キワニスクラブチャーターパーティ

東京ヒノレトンホテル海外ゲスト歓迎会ツアー他

名古屋キワ ニスクラブ発起人会

第 1回春季レディスデー①

キワ ニス文イヒ賞;IIIJ定

第l巨111月授賞1966年(昭和41年)

11.12第 2llil秋季レディスデー

名古屋キワ ニスクラブ設立総会

キワ ニス社会公説賞制定

第 1liIlキワ ニス社会公益賞表彰式

第 3回春季レデ、イスデー

4.1 特別企画「明治100年記念講演」スタ ー卜

6.20 会報KIWANIS TOKYO創刊号発刊

7. 1 ~5 第 5 1回国際年次総会ポー トランド大会

!京会長夫妻出席

7.26 大阪キワ ニスクラブ設立世話人会

8.26 ブーゲンヒツレ島など戦跡石引渡式挙行始まる

8.30 グレンリ ー ド国際会長夫妻来 日

9.1 名古屋キワ ニスクラチャーターナイ ト

9.30 宮古島災害救援金の募金開始

11.10第 4回秋季レディスデー

12.12明治100年記念施設「清い水 と母」起工

1967 ~ : ~~ 大 |肘ワ ニ スクラフ第 1 同人会
;111. 2.27 東京キワ ニスクラブ 「社団法人」認可

(昭和42年)3.23 第 2回キワ ニス社会公設賞表彰式

第 5回春季レディスデー

4.6 フランクマッケープ国際事務局次長来日

4.7 報道写真家テド・スピーゲノレ氏

Illi.内相談役並びに当クラブ取材のため来 日

4.18 明治100年記念施設「慰霊の泉」奉告祭除幕

献納式直会披露会

6.27 大阪キワ ニスクラブ設立総会

6.2N5第52四国際年次総会ヒューストン大会北裏会長夫妻出席②

9.23 カリフオノレニア・オ、パダ・ハワイ地区代表(27名)来日

9.26 同代表歓迎懇親パーティ東京ヒノレ トンホテル
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11.2 阿部・数佐・鈴木3会員、靖国神社「慰霊の泉」

の長期清掃奉仕に対し同神社宮司より感謝状受〈

11.8 第 6回秋季レディスデー

11.16ジ、エームズ・モラ 一国際会長夫妻来日

11.18大阪キワ ニスク ラブチャーターナイト

1968斗三il叫問問問

(昭和43年〉

2.29 

3.1 

3.14 

3.15 

3.15 

3.27 
③ 4.5 

4.12 

4.18 

5.12 

④ 

。uoao 

a
u
d
 

a--・
且

ジジ、ヤツク .テoツ/ルレフノfシフイツクノ 一スウエス

トI地也区前カ

スワエイン元国際会長夫妻来日

スウェイン夫妻歓迎会 帝国ホテル

ジャック ・デノレフ氏歓迎会 遊ふぎ利

篠島会一長ノfー ジ‘ニアリー卜|ブリ ス トノレ市の名誉

市民と市の鍵を贈らる

中国文化研究会紀尾井寮③

第 7回春季レディス デー

第llill家族ボーリング大会後楽園センター④

第 3回キワニ ス社会公益賞表彰式

靖国神社「慰霊の泉」献納 2周年記念日

会員有志昇殿参拝

第 1liiIゴルフ大会武蔵カントリ ー笹井コース

5.24 第 1回囲碁大会

6.30~7 .3第53回国際年次総会トロント大会篠島会長夫妻出席

7.4 長老会議 ノfレス ホテノレ富士の問

7.14 東京湾釣大会 サンケイ 号 にて

7.20 同好会員による コツレフ会 軽井沢GC

9.20 第 6田中国文化 研究会柳光亭

10.13第 2回ゴノレフ会 300C 

11.7 第 8回秋季レディスデー

11.13ハロノレドハインパウ国際会長夫妻来日

11.15第 8回国際文化研究会柳光亭

11.18 3クラブ合同大会

第 4回キワニ ス文化賞表彰式

12.6 

12. 

第 9田中国文化 研究会柳光亭

映画「トラ ・トラ ・トラ」撮影開始

第 1回中国文化 研究会芳川

第 3回日本文化 研究会 はん居

(昭和44年)3.6 フレ ッドイ ンブレナ一国際カウンセラー来日

3.13 ジ、ヤツクテツレフ国際理事歓迎夕食会 遊ふき利

3.14 第 3田中国文化研究会

3.25 第 9ITII春季レデ ィスデー

⑤ 
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4.18 靖国神社「慰霊の泉」献納 3周年記念日

会員有志昇殿参拝

6.29~7 .2 第 54回国際年次総会マイアミ大会

上村-会長夫妻出席

7.20 同好会員によるゴソレフ会 軽井沢GC

10.24ロパー トウェーノf一国際会長夫妻歓迎夕食会

フジテレビロートレックの間

11.18 3クラブ合同大会第5回キワニス文化賞表彰式

11.27第10回秋季レディスデー

⑥ 12.19第 2田中国文化研究会芳川9 7 0 | 2 3 第~ 3 IIT引叩掴|巨回叩ITI
112.1は3 第 1凹日本文化砂研f究会 芳川

(昭和45年)2. 16 ジャックデノレフ国際理事歓迎夕食会

4.9 第11回春季レディ スデー

4.14 靖国神社 「慰霊の泉」献納 4周年記念

会員有志昇殿参拝

5.22 第 4田中国文化研究会 飛島ビノレ

6.4 広島キワニスクラブ設立総会

6.2H4第55回国際年次総会デトロイ卜 大会

田坂会長夫妻出席

6.26 第 51TI1キワ ニス社会公訴賞表彰式

7.19 第 81IT1ゴルフ大会新軽井沢GC⑦

7.28 神戸キワ ニスクラブ設立発起人会

8.7 テッドジョンソン国際会長夫妻来日

9.14 ヨーロッパケヰ、ス、 Pグリ ーンナウェイ

国際アドミ ニス トレーター来日

9.18 第 6IITI中国文化研究会

10.7 全日本合同事務局会議

10.15神戸キワ ニスクラブ設立総会

神戸オ リエンタノレホテノレ

11.4 第12回秋季レディスデー③

12.10全 日本合同事務局長会議 糖業会館

12.10第 3巨|全日本合同会議

1971日7

第 61IT1キワニス文化賞表彰式

新年会⑨

全日本合同事務局長会議

神戸オ リエンタノレホテノレ(昭和46年〕

第 3回日本キワ ニス委員会

神戸キワ ニスクラブ「チャーターナイ ト」

神戸オリ エンタノレホテノレ



③ 

3.23 第13回春季レディスデ-

6.2 第 2ffi]ゴルフ大会

6.13 真鶴釣大会 中山邸懇親会

6.23 仙台キワ ニスク ラブ設立総会

グランドホテノレ仙台

6.2NO第56回国際年次総会サンフランシス コ大会

*烏会長夫妻出席

7.18 第 3回ゴツレフ大会 軽井沢GC

7.22 全日本合同事務局長会議糖業会館

9.21 イ111台キワ ニスクラブチャータ-1受与A式

10.27第 6m:1キワ ニス社会公益賞表彰式

11.12第14回秋季レディスデー

11.19全日本合同大会

第 7同キワ ニス文化賞表彰式

9 7 2126 間
3.27 第15回春季レディスデー

(昭和47年)4.17 第 5回ゴノレフ大会 千葉CC

6.2 中国文化研究会

6.1ふ21第57回国際年次総会アトランティツクシティ大会

⑪ 中山会長令嬢と共に出席

⑪ 

⑫ 

7.14 第 7匝|キ ワニス社会公益賞表彰式

7.16 第 6回ゴルフ大会新軽井沢GC

8.17 フランクマッケープ国際事務局次長来日歓迎

昼食会阿家

9.29 横浜キワ ニスクラブ設立発起人会

10.11第16回秋季レディスデー

11.10日本キワ ニス委員会 名古屋国際ホテル

第5巨|全日本合同大会合同事務局長会議

第8巨lキワ ニス文化賞表彰式

11.26お酉さまを見る会 ゲス ト和11田伯治

12.23第 11互lファミリ ーボー リング大会

1973 ~ : ~9 新年会般若苑.・2.2 囲碁の会 日本棋院

(昭和48年)2.23 札幌キワ ニスクラブ設立発起人会

2.28 アイスランドベストマナエヤル災害に1，5ωド、ノレを援助

3.16 中国文化研究会

3.31 第17回春季レテY スデー

4.7 第 2回ファミリ ーボー リング大会

5.12 釣 と天ぷらを楽 しむ会木更津沖

5.19 第 7回ゴツレフ大会 愛鷹CC
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6.21 第58回|到際年次総会モントリオーノレ大会

平野会長夫妻出席

6.30 植木市を楽しむ会 ゲスト ー竜斉点丈

6.30 札幌キワニスクラブ設立総会

7.30 第 8回ゴルフ大会軽井沢72GC

8.5 熱海海上花火を楽しむ会以後恒例行事

8.24 第 8回キワ ニス社会公読賞表彰式

9.5~6 奥只見ダム見学旅行会

9.22 第18回秋季レディスデー

10.7 Drウィリアム MイークJノレス国際会長夫妻来日歓迎夕食会

10.13キし幌キワニスクラブチャータ ーノfーテイ

11.9 日本キワニス委員会 広向国際ホテノレ

⑬ 第6回全u本合同大会

第9巨lキワ ニス文化賞表彰式

11.10キワニス親睦ゴルフ会広島CCm|3|向八芳苑

1974 ~ :~~ 第19固辞…デー

(昭和49年)4.19 中国文化研究会 喜久吉

⑬ 

4.20 ファミリーボー リング大会

5.18 ゴノレフ大会 霞ヶ関CC

6.8 釣と天ぷらを楽しむ会木更津川1

6.2H6第59回凶際年次総会デンバー大会

岩田会長夫妻出席

7.14 i怪井沢コツレフ大会

7 . 24~26 米カリフオノレニア州リパティユニオンハイスクーノレ

一行9人会員宅にホームスティ

10.1 合同事務局長会議

10.25第 9回キワ ニス社会公益性表彰式

11.8 第 7[IT[全円本合同大会東京大会

第10回キワ ニス文化賞表彰式

11.9 全日本懇親コツレフ会 300C 

11.IH8紅葉の京都を訪ねる旅

11.22横浜キワニスクラブチャータ ーパーティ

1975 ~:~~ 向築地帥ー12.8~ 1 0キワ ニス沖縄ツアー

(昭和50年)4.2 第20回森季レディスデー

6.INOテ、、卜ロフ国際事務局次長来日

6.2N5第60回国際年次総会アトランタ大会

杉浦会長夫妻出席

8.28~30 第 l 回アジア太平洋会議香港大会



⑬ 

。

⑬ 

鹿内日本委員会委員長の代理として 山下幸

雄国際委員長出席

8.30 高松キワ ニスクラブ設立総会

9.5 中国文化研究会

9. 台風5、6一号仁よる災害のため「高知県伊野町風水害義摘金」

募金ここには第8凹キワニス文化賞受賞者土佐典具帖紙子

漉紙に従事する6名在住その復旧援助

9.26 第21回秋季レディスデー

10.2 ゴノレフ大会 300C 

1 1 .7 第81旦|全日本合同大会神戸オリエンタノレホテル

第11回キワニス文化賞表彰式

1 1.1 7~18 粗葉の京都を訪ねる旅 その 2

⑬ 12.11忠臣J哉めぐりノfスツアー

976 : : ~ 例会問腿に知る
1.16 第10回キワニス社会公益賞表彰式

(昭和51年)3.26 第221IT1春季レディスデー

4.7 福岡キワ ニスクラブ発起人会

4.9 ジャック デノレフ国際理事来日

4.23 米国ベイカーズフィ ーノレド市ノ、イランド

高校コーラス歓迎昼食会

4.28 ゴルフ大会 300C⑬ 

5.17 福岡キワ ニスクラブ設立総会

6.20~2 3 第61回国際年次総会サンデイエゴ大会

大訓話会長夫妻出席

(神戸クラフoの諸活動に対してマノレティプ/レサービス貨を東京

クラブの活動に対してシングルサービス'l'tを受ける)

8. 13~ 16 テッドオズボーン国際会長夫妻来日

9.2~4 第 2 回アジア太平洋会議シンガポーノレ大会

鹿内委員長代理消川会員出席

9.10 第23回秋季レディスデー⑪⑬

10.22第11同キワニス社会公益賞表彰式

11.5 第9回全日本合同大会 大阪ロイヤノレホテノレ

第12回キワニス文化賞表彰式

12.10忘年会椿山荘77|3 新春歌舞伎観劇会977 ~:~ 新年会銀座椿山荘

(昭和52年)3.24 第24回春季レディスデー

4.23 程ヶ谷ゴノレフ大会

4.30 時津風部屋稽古見学

5.19 福岡キワ ニスクラブチャーターナ イト
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5.2N3京都旅行

5.28 団l!J祭観劇会

6.3 高松キワ ニスクラブチャ ーターナイ ト

6 . 2 6~29 第62回国際年次総会ダラス大会

fJ'i回会長夫妻出席

7.16 il垂井沢コツレフ大会

8.5 熱海花火大会

9.13 円木地区設立総会祝賀レセフ。ションスタンレ- E.シユ

ナイダ一国際会長夫妻メリドウ国際事務局長来円

第13回キワ ニス文化賞表彰式

9.14 第25回秋季レディスデー

12.2 第12回キワ ニス社会公説立表彰式

978~~: 新春懇脱会叫八重洲庖1975~~:.1町教育問題…て時員による
(昭和53年) 各ク ラフぉ講演訪問実施

4.4 第26回森季レディスデー

5.20 ゴルフ大会東京パーディ C

5.21 真鶴釣大会 とパーティ 中山邸

5 .28~29 京都 ・ 奈良旅行

6.17 "?イフェアレディ観劇

6.2 5~28 第 63回国際年次総会マイアミピーチ大会

脱内カ

7.1叩0 モ一 リスクググ、守‘ラツドマン国際会長夫妻妻.来日在歓k 

迎夕食会松葉屋

7.18 富仕通沼津工場見学 tコツレフコ ンペ

7.19 第 4回アジア太平洋会議グアム大会

尾上会員他出席

7.25 熱海会場花火大会

7.29 ゴ‘ノレフ大会 旧軽井沢GC

9.15 第 2回日本地区年次総会札幌大会

第14回キワ ニス文化賞表彰式

9.22 第27回秋季 レディスデー

11.5 レッズ対巨人軍観戦

11.12 Hi-OVIS見学会 t紅葉ぞ楽 しu'会

11.25熊野杯争奪コツレフ会 織が関CC

12.1 忘年会椿山荘八重洲庖

12.2 r屋根の上のヴァイオリン)!怜」観庫111979>1:(昭和54年)

1979 : :~~ 同銀醐山荘1.24 fllj立15周年記念祝賀会第28回春季レディスデー

(昭和54年)3.10 r黄金の日々」観劇会



@ 
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@ 

4.2N3春季京都旅行と会田雄次氏のお話⑬

5.26 春季ゴノレフ大会 霞が|英jCC

7. 1 ~4 第64回国際年次総会トロント大会

六見事務局長夫妻出席

7.15 ピノレソノレパークず国際会長夫妻来日

7.2N6第 5回アジア太平洋会議台中大会

Jl1!:内ガパナ一夫妻他出席

8.11 il珪井沢コツレフ大会

9.7 キワニスインターナショナノレアランダフィノレド理事

来日歓迎夕食会

10.5 第13回キワ ニス社会公益賞表彰式

10.13第29回秋季レディスデー

10.16第 3@]日本地区年次総会名古屋大会

第15回キワ ニス文化賞表彰式

11.17秋季ゴルフ会霞が関CC980||6 m … ーゼ
113.27 第30回春季レディスデー

〔昭和55年)4. 3~6 第 6 回アジア太平洋会議バンコク大会

育見事務局長夫妻他出席

4.1か13マークスミスJr国際会長夫妻来 日@

6.2N5第65回年次総会アナハイム(カリフオノレニア州)大会

北裏ガノfナ一夫妻 泉会長夫妻他出席

7. 全日本学生キャンプに50万円寄付

7.11 京都キワ ニスクラ ブ設立総会

7.19 軽井沢ゴノレフ大会

9.6 秋季ゴノレフ大会 300C 

9.26 歌舞伎観劇会

10.9 第 4回円本地区年次総会大阪大会

国際副会長サース トン夫妻来 日歓迎夕食会

第16回キワ ニス文化賞表彰式

11.7 第14回キワ ニス社会公誰立表彰式

11.18第31回秋季レデ、イ スデー@

12.12忘年会

12. 日本地区イタリア地震救済基金に寄付

1981 ~ : ~~新的アンロ ーゼ
;)(、I4.5"'8第 7回アジア太平洋会議東京大会

(昭和56年〕 第32回春季レディスデー

メラノレ ドエンスタッ ド国際会長夫妻デトロ

フ次長来日歓迎夕食会

4.9 京都キワ ニスクラブチャーターナイ ト
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6.13 キワニスヨーロッパシャトリン会長夫妻来日

歓迎昼食会

6.2H.1第66回国際年次総会ニューオーノレリンズ大会

水鳥ガパナ一夫妻 安藤務会長夫妻出席

7. 全日本学生キャンプに50万円寄付

7. 11 軽井沢ゴルフ大会

8.5 熱海海上花火大会

9.2 第 5回日本地区年次総会ネI11戸大会

第17回キワニス文化賞表彰式E.Bマックマツ

キトリック国際会長夫妻来日歓迎昼食会

9.18 第15回キワ ニス社会公論立表彰式

10.17秋季ゴルフ大会 300C 

11.18第33回秋季レディスデー@

11.2N4秋季京都旅行

12.10忘年会姉志多

12. 日本地区重点施策WorldHealth Fundlこ協力寄付

982~: 1 2 新春観劇会歌舞伎座
4 、キワ ニスマガジング 日本地区取材のため

(昭和57年 sぺンパート ン編集長来日

4.16 第8回アジア太平洋会議クアラノレンプーノレ大会

j寿川事務総長夫妻他出席

4.25 春季ゴノレフ会 300C 

5.14 第34[[1レディスデー

5. キワニス本部移転寄付

5.INO大和路を訪ねる旅@

6.2HO第67回国際年次総会ミオ、アポリス大会

中山恒明日本地区会長t令嬢上田英株会長夫妻出席

7. 全日本学生キャンプに50万円寄付

7.2 第16回 キ ワ ニス社会公3~if: 1.:t表彰式

7. 北九州災害義損金100万円を寄付

8.3 火曜畳食会開始 銀座 リオ ンドーノレ

8.5 熱海海上花火大会

9.24 第 6回日本地区年次総会広島大会

第四回キワニス文化賞表彰式

国際会長代理フ ランクJディノ ー ト夫妻

来日歓迎昼食会

10.16秋季ゴルフ会 300C 

1 1 . World Health Fund(ガンヒcアインドオ、シア、ボリビアの健康

不良児童救済のための募金25万円)に寄付・協力

11.1ト15紅葉の京都を訪ねる旅
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11.25観劇会新橋演舞場

12.9 忘年会姉志多@

1983 ::12 

スペシヤノレオリンピック支援苓付協力

第 41旦l観路11会歌舞伎座

千~キワニスクラブ設立総会

3.24 第351illレディスデー

4.8~ IO 第 9 liJlアジア太平洋会議セブ大会

奥村事務総長他出席

5.14 節 4回ゴノレフ大会 300C 

6.24 小松原庸子のフラメン コを兄る会

7. 3~6 第68回国際年次総会ウィ ー ン大会

岩111円本地区会長夫妻片桐会+長夫妻他出席

7.15 第17同キワ ニス社会公子市賞表彰式

7.16 l1i1井沢ゴノレフ大会

8.5 熱海海上花火大会@

9.14 サッポロビーノレ工場てビーノレの会

9.20 千葉キワ ニスクラブチャーターナ イ ト

9.22 第 7巨!日本地区年次総会イ11灯台大会

第四回キワニス文化1¥表彰式

レイモンドランスフォ ー ド国際会長犬妻

来 日歓迎夕食会

10 日本地区重点施策に協力 寄付

11.11 ショウとディ ナーを楽しむタベ

1 1 .22 火 II?~畳食会会場 7 丁目ライオンに変更

11.24第 5凹ゴ、ノレフ大会 東京GC

11.29 NHK見学会

12.14オーフ守レーE.アーヒごー|玉11僚会長夫妻永日都知IZj常占問ft!!.

12.16オーフ、、レ-E.アーヒ、、一|主l際会長来日記念講演

「キ ワニスのj舌重bについて」

5忘年会婦志多

1984 ::~~ 新糊劇会歌舞伎座
東京キワ ニスクラブ20周年記念事業の一環

(昭和59年〕

2.1 

として物故会員慰霊祭

重点施策基金募金開始

2.10 有名レス トラ ンでの食事会 小川llil

3.2 瞥視庁見学会 @

3.17 r或る女」観劇会新橋演舞場

3.30~4.1 第 10回アジア太平洋会議ソウノレ大会

杉浦日本地区会長夫妻他出席

4.12 東京キワニスクラブ設立20周年記念式典
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第36回レディスデー@

G.Hジルジ‘ッツエノレスノfーカL 匡11療事務局長夫妻来H

4.18 第 61"1コツレフ大会 霞が関GC@

6.2 r大家族J .ta威IJ会芸術座

6 . 24~27 第 69 11 1 1 国際年次総会フ ェニックス大会

杉liH1'1本地区会長 上田隆介会長出席

7.14 軽井沢ゴルフ大会 旧軽井沢GC@)

7.20 第181111キワニス初会公益立表彰式

8.5 熱海海上花火大会

8.31 東芝新社屋見学会

9.26 第 81百旧本地区年次総会柿j兵大会

⑨ 第201111日本キワ ニス文化社表彰式

オープレーEアーピ一国際会長夫妻来日

10.12 lOOOl!!.l記念特別例会泉束京クラフ.16代会長講i!ri

12.H萩津手11野の旅

12.14忘年会婦志多

12.26第 9を聴く会 NHKホーノレ

1985 ~ : :: 第 6 IITI観 劇 会 歌 舞 伎 座
2.14 NHK高品位テレビ見学会

(昭和60年)3. 神戸クラブネ111戸ユニパシアード協賛に寄付協力

4.12 第371l:'Jレディスデー

4. 26~28 第 11回アジア太平洋会議シドニ一大会

山下事務総長出席

5.16 第 7同ゴノレフ会 東京コツレフ倶楽部

6.21 第 1Iwl東京キワニスク ラブ青少年教育賞表

彰式

6.30~ 7.3第70川国|絞年次総会 トロ ン ト大会

永井邦夫会長夫妻出席

7.13 軽井沢ゴノレフ会 旧軽井沢GC@

7. 19 第191111キワニス社会公設立表彰式

8.5 熱海海上花火大会

9.27 第 91百|日 本地区年次総会高松大会

第21同日 本キワ ニス文化社表彰式

ドナノレドEウィリアムズ次期国際会長夫妻来1'1

10.16第8ITIIコツレフ会 300C 

10. メキシ コ地震救援基金にItIJ)J 寄付

11.11 フラ ンス料理を楽しむ会 アピシウス@

11.14コロ ンピア災害救援基金に協力 寄付

12.5 忘年会婦志多
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861|2 観劇会間座

2.27 朝日新聞社見学会

(昭和61年)3. 国際キワニス基金ヒクソンフエローシッフ。制度導入

4 . 4~5 京都旅行会枝問11:宮他@

4.9 第38回レディスデー

4.1214第12回アジア太平洋会議台北大会

藤田日本地区会長夫妻他出席

4.23 第 9回ゴノレフ大会 程ケ谷CC

4.25 警視庁にサミット等特別警戒にあたっている警察官に感

謝とねぎ、らl、のため金一封(10万円)11首呈

5.9 第2回東京キワニスクラフ。青少年教育賞贈呈式

6.5 NEC我孫子事業所見学会

6.2N6第71回国際年次総会ヒューストン大会

藤田日本地区会長安部英会長夫妻出席

7.25 第20回キワ ニス社会公論賞贈呈式

8.5 熱海海上花火大会

9.9 G.Rオーパーホルト次期国際会計監事夫妻来日

来日記念講演「キワ ニスの求めるもの」

9.20 第10回日本地区年次総会福岡大会

第22回日本キワニス文化賞贈呈式

10.8 第10回秋季 ゴノレフ会 東京GC

11.14国際レディスデー 椿山荘@

ジョージア介|アトランタキワニス観光団歓迎

11. フィリヒ。ン地区エノレマーアキノ前ガノfナー援助寄付に協力

12.12忘年会婦志多

987 : :~ 新樹恰歌舞伎座
1.21 国際キワニス基金設立を記念して世界中の

(昭和62年〉 キワニスで繰り広げられる募金活動「パース

デーキャンペーン」に参加以後毎年参加

2.10 中国宮廷料理を楽しむタベ ホテノレ三候苑@

4.3 フランク].テYノー ト国際会長夫妻日本公式

訪問来日記念講演rTIMETO CAREJ@ 

4.13 第四回レディスデー@

4.17 NHK見学会

5.27 第11回ゴルフ大会程ヶ谷CC

6.4 ピヤステーション恵比寿で生ヒ♂ーノレを楽しむ会

6.19 第3回東京キワ ニスクラブ青少年教育賞贈呈式

7 . 5~9 第 72回国 |燦年次総会ワシン ト ンD.C.大会

泉日本地区会長夫妻木戸会長夫妻出席
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泉日本地区会長が国際キワニス基金よりパースデーキ

ャンペーン全クラブ参加の実績により表彰される

ヒクソンフエロ -j藍得の実績により藤田前

日本地区会長 安部前会長表彰される

7.24 第21回キワ ニス社会公益賞贈呈式

9.25 第11回日本地区年次総会京都大会

第23回日本キワニス文化賞贈呈式

モ一 トンO.アノレパ一国際理事夫妻来日

10.14第12回 ゴ ル フ 大 会 程 ヶ 谷cc
12.9 忘年会婦志多

12.28第9を聴(会(リハーサル見学っき)五反田ゅうIt'うtホーノレ

新春観刷会歌舞伎座

988 ~:~ 3.18 江戸懐石を楽しむ会 白紙庵

(昭和63年)4.13 第40@]レデ、イスデー

⑬ 

4.15 カイザ一国際会長夫妻日本公式訪問

4.22 rキックエイス、、88Jボランティア活動に参加エイズ撲滅

教育を訴えたレーフレツトを東京ドームてや配布

5.23 第13回ゴルフ会大利根cc
6.17 第41耳東京キワ ニスクラブ青少年教育rt贈呈式

7.2~6 第73回国際年次総会シア ト ノレ大会

安藤蕃 |こl本地区会長夫妻池辺会長夫妻出席@

7.13 新宿キワニスクラブ設立発起人会

7.29 第22回キワ ニス社会公益賞贈呈式

7.30 隅田川の花火とフランス料理を楽 しむ夕べ

9.1 来Ir宿キワ ニスクラブ設立総会

9.30 第12回日本地区年次総会東京大会

第24@]円本キワ ニス文化11:J!首呈式

10. 1 国際評議会に上田英雄会長夫妻出席

11 ジ、ヤマイカ緊急、義摘金スペシヤノレオリンピック支援

フェスピックネrll戸 '89支援寄付に協力

12.14忘年会婦志多

12.27第 9を聴く会 サン トリーホーノレ

1989 ~ .' 1~ 新制恰歌舞伎座
4 . 13~ 15 第 1 4回アジア太平洋会議グアム大会

(昭和例年〉 上田英雄日本地区会長夫妻 出席

4.13 第41回 レディスデー⑬

4.15 新宿キワニスクラブチャーターナイト

G，Rオーバーホノレ卜国際会長夫妻日本公式訪問

5.16 大日本印刷見学会@

6.16 第5回東京キワ ニスクラブ青少年教育t:tJl首呈式
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6.2 5~29 第74回|主|際年次総会オーランド大会

上田地区会長夫妻重Ih*f会長夫妻他出席

7.18 宝塚観劇会

7.21 第23回キワ ニス社会公益賞贈呈式

7.29 I利回川の花火とフランス料理を楽しむタペ

9.7 第l3回日本地区年次総会名古屋大会

第25回日本キワ ニス文化賞贈呈式

ウィリアムリーパ一次期国際副会長夫妻来日

ローズパレー ド(1/1)の設立記念のフロ ート

支援のための募金開始

12.12忘年会婦志多

③ 12.27第9を聴く会 サントリーホーノレ

1990 ~:: 新糊恰歌舞伎座990 ~::3 脚一立75周町東京キ…
(平成2年) ラフ、、ボランティア活動を 1~t:， U寺総会にて採択

4.7-8柏崎原子力発電所見学佐渡旅行を楽しむ会

4.13 ノレーシュ国際会長夫妻日本公式訪問@

4.15 第42回レディスデー

5.30 クラ ブ合同ゴツレフ会(非公式)

6.16 帝劇IJ r終着駅」観劇会

6.24-28第75回国際年次総会セントノレイス大会

J'J-桐日本地区会長夫妻安藤良夫会長夫妻出席

7.3 凶際キワニス設立75周年記念東京キワニス

クラブボランティア活動の一つ「慰霊長の泉」

清掃活動スタ ー卜

7.13 第6回東京キワニスクラブ青少年教育立J!首呈式

7.27 第24回キワ ニス社会公益賞贈呈式

7.30~31 国際キワニス設立75周年記念東京キワニス

クラブボランティア活動

第 1回キワ ニスリ ーダーシップ トレーニ ン

グセミナーを環太平洋学生キャンプ席上開

催講師 として2会員派遣

9.14 第14回日本地区年次総会大阪大会

第26回日本キ ワニス文化賞贈呈式

ジョンDモ一ト ン次期国際会長夫妻来日

IO.26~27 t公111旅行

12.14鹿内信隆終身名誉日本地区会長

(初代東京クラブ会長)追悼例会

12.14忘年会婦志多

12.29第 9を聴く会 サントリ ーホーノレ
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1991 : :~~ 
新春観劇会歌舞伎座

東京証券取引所見学会

「キワニスの森」植樹記念:持別例会葛西臨海公園

うまいもの会福始⑬

「小五さま 」観劇会新橋演舞場

⑩ 

4.11 第43回レデ、イステ、、ー

6.14 r男を金にする女」観劇会芸術座

6.15 うまいもの会桃花林

7.19 第25回キワニス社会公設賞

第7回東京キワニスクラブ青少年教育賞贈呈式

7. 29~30第2回キワニスリーダーシップトレーニングセミナ一刻包

会員を講師とし て派遣

8.24 うまいもの会福鮪

9.13 第15回日本地区年次総会広島大会

第27回日 本キワニ ス文化賞贈呈式

W.].ブレツクマン国際会長夫妻来日

11.1 うまいもの会 一隆

12.9 忘年会婦志多

12.29第 9を聴く会 サン トリーホーノレ

新春観劇会歌舞伎座
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5.23 スーパー歌舞伎 「オグリ 」観劇会

6.18 同好会キワニスワインサロン開始 |塙月第3木wm日にIlf.lfm
6.2H5第77回国際年次総会インディアナポリス大会

安t~lí 日 本地区会長出席

7.24 第26回キワニス社会公益社

第8回東京キワ ニスクラブ青少年教育賞贈呈式

⑪ 

8.1 サ ッポロビーノレ千葉工場見学会@

9.4 第16回日 本地区年次総会神戸大会

第281ill日 本キワニ ス文化賞贈呈式

ジョ ーL.グリアイス次期国際副会長夫妻来日

1 O. 1 ~4 国際評議会 木戸日本地区会長夫妻ー出席

10.23 rホフブロ イ」 ピヤパーティ@

12.9 忘年会婦志多⑬

12.29第 9を聴く会 サントリ ーホーノレ

新春 観劇 会歌 舞伎 座

1993 : :~8 和歌山キ ワニスクラブ発起人会

和歌山キワ ニスクラブ設立総会

W リーパ一国際会長夫妻日本公式訪問4.5 



⑬ 

@ 

第45回ファミリーデー

4.6 和寄大山キワ ニスクラブチャーターナイト

4.8~ 10 第 18同アジア太平洋会議ソワノレ大会で

第20回大会を大阪に誘致

5.22 スーパー歌舞伎観劇会(新橋演舞場)

6.18 第9回東京キワ ニスクラブ青少年教育賞l!問呈式

6.26 浅草演芸を楽しむ会 浅草演芸ホーノレ

6.2H.1第78回間際年次総会ニース大会

重11時次期日本地区会長小菅会長夫妻他出席

7.10 ゴノレフ会 300C 

7 .14~16 北海道旅行

7.30 第27回キワ ニ ス社会公雄1'tJ!'i~呈式

8. 第3回キワニスリーダーシッフ。トレーニンク、、セミナー実施

2会員を講師として派遣

9.7 第17回日本地区年次総会仙台大会

第29回日本キワニス文化賞贈呈式

グレンMノfク、介、ノレ国際理事夫妻来日@

9.18 うまいもの会 ì}~谷「古所屋」

9 北海道南西沖地震義摘金寄付

9.30~1 0.3111際評議会 重111奇日本地区会長夫妻出席

12.14忘年会婦志多

12.29第 9を聴く会 サントリ ーホーノレ

新春観劇会歌~'1l伎座1994 ::8 ロサンセツレス地震義摘金募金開始

東京キワ ニス クラブ設立30周年記念

第46@]ファミリーデー

@ 

4.14~ 16 第四回アジア太平洋会議メノレボノレン大会

重111奇円本地区会長木戸前日本地区会長出席

111 



JOIn President Art and First Lady Alice加.. . 

th Annual Convention 
Kiwanis International 

Ine 25.29. 1994 
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東京クフフ、、歴代会長
.目r~司ba~制宮司 E~，:I~SE--_....~--

1964 (昭和39.1 -39 .12) 鹿内 信隆(物故)

1965 (昭和40.1 -40 .12) " 
1966 (昭和4l.1 -4l.12) 原 文兵衛(退会) 第51回ポートランド

1967 (昭和42.1 -42 .12) 北裏喜一郎(物故) 第52回ヒュース卜ン

1968 (昭和43.1 -43 .12) 篠島 秀雄(物故) 第53回トロン卜

1969 (昭和44.1 -44. 9 ) 上村健太郎(物故) 第54回マイアミ

1969~70 (昭和44.10-45. 9 ) 田坂 輝敬(物故) 第55回デトロイ卜

1 970~ 71 (昭和45.10-46. 9 ) 水島 広雄 第56回サンフランシスコ

1971~72 (f昭和]45.10-47. 9 ) 中山 恒明(休会) 第57回アトランティツクシティ

1972~73 (昭和47.10 -48. 9 ) 平野 組(物故) 第58回モントリオール

1973~74 (昭和48.10-49.9) 岩田 弐夫(物故) 第59回デンバー

1974~75 (昭和49.10-50.9) 杉浦 敏介 第印回ア卜ランタ 第 |回香港

1975~76 (昭和50‘10-5l.9) 大堀 弘(物故) 第61回サンテ'ィエコe 第 2回シンガポール

1976~77 (昭和5l.10-52.9) 藤田 一暁(物故) 第62回ダラス 第 3回マニラ

1977~78 (昭手052.10-53.9) 熊野 修一(物故) 第63回マイアミビーチ 第 4回グアム

1978~79 (昭和53.10-54. 4 ) 鈴木 俊一(退会)

(昭和54.5 -54. 9) 泉 美之松(物故) 第64回トロント 第 5回台中

1979~80 (昭和54.10-55.9) " 第65回アナハイム 第 6回バンコク

1980~81 (昭和55.10-56.9) 安藤 蕃 第66回ニューオリンズ 第 7回東京

1981 ~82 (昭和56.10-57. 9 ) 上田 英雄(物故) 第67回ミネアポリス 第 8回クアラルンプール

1982~83 (昭和57.10-58.9) 片桐 良雄 第68回ウィーン 第 9回セブ

1983~84 (昭和58.10-59. 9 ) 上田 隆介 第69回フェニックス 第10回ソウル

1984~85 (昭和59.10-60. 9 ) 永井 邦夫 第70回トロン卜 第11回シド二一

1985~86 (昭和60.10-6l.9) 安部 英 第71回ヒューストン 第12回台北

1986~87 (昭和6l.10-62. 9 ) 木戸 孝彦 第72困ワシントンDC 第13回マニラ

1987~88 (昭和62.10-63.9) 池辺 乾治 第73困シア卜ル スリランカ
(中止非公式投員企香港で開価}

1988~89 (昭和63.10-平l.9) 重崎 伸矩 第74回オーランド 第14回グアム

1989~90 (平成 1.10 -2 . 9 ) 安藤 良夫 第75回セントルイス 第15固ウエリントン

1 990~91 (平成 2.10 -3 . 9 ) 赤j畢 E章一 第76回アナノ、イム(欠席)第16回クアラルンプール

1 991 ~92 (平成 3.10 -4 . 9 ) " 第77回インディアナポリス(欠席) 第17回タイペイ

1992~93 (平成 4.10 -5 . 9 ) 小菅宇=治 第78回ニース、フランス 第18回ソウル

1993~94 (平成 5.10 -6 . 9 ) " 第79回ニューオリンズ 第19回メルボルン

第80回ラスベガス 第四回大阪
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愛I事l当太郎 牛 山 善政 北村ji，T太郎 鈴木義雄 中村広忠 堀江錨畑 山 中 茂

愛知良 一 内古関俊二 木 戸孝彦 鈴木令彦 中村好郎 本庄谷礼介 山中 宏

青木半治 内田 宏 木村 太 郎 鈴木祥弘 中 LUt亘明 本 間 主，J且1 山本重 信

青木久夫 内 山 尚 三 国島文彦 須藤博 忠 中山辿 夫 牧 田 喜義 山本清二郎

青木宏悦 内 Hfi: イ命 囲宗正義 須藤幹雄 永井邦夫 増津高雄 山本千吉郎

青山偉和雄 j甫」ニ釘i1;;佐 糊 揮 泰 住吉弘人 永井弓彦 目立野 景親 湯 川 清弘

青 山 博 之 i工日中谷 iiIt 黒沢 i羊 関口欽也 長 岡 寅 松浦容生 幸真 佐男

赤津埠ー 大島秀夫 小石 原昭 関野直何i 永田琢美 松沢卓 二 横 川 端

浅野間作 太田人史 河野 正三 瀬戸恒義 永谷宗次 松沢正芳 横 山 英之

足立原明文 大月 高 小坂隆 造 相馬克 美 永谷嘉男 松宮康夫 吉江 誠

阿部純也 大場健司 小 島主主 伸 高雄延 梢l 長戸寛美 松本 敏 吉 岡孝行

安部 英- 大堀太千男 ノ1日し μ!fb 表 高 木 ~ 長富祐一郎 松本竜 二 吉岡文之助

阿部 貞 市 大 山 美 人 小 111鳥 泰 高 木 昇 永 山 吉 則 間測直 三 吉田太郎一

阿部 喜 夫 大和田棟一 小菅字コ治 高簿達雄 濡 川 馨ー 三 浦 日月 吉村 日月

尼ケ崎公彦 岡 日刀CJ 小 長啓一 高 田菊 夫 奈良哲夫 コ 上 義 忠 依田智治

天 野 宏 昭 岡田 茂 小林捨次郎 高 橋 清 南 学 政明 水島広雄 米津潤一

天野武一 阿 部 弘 小中本忠 ま佐 高 橋弘 篤 南部哲 也 三 橋 信一 寄木 正敏

荒井好民 小笠原建夫 小林 玉夫 i高 橋雄 亮 新村手口抑 宮 田文 一 J度辺牧太郎

荒木 {告 緒方謙二郎 小林 吉彦 竹内道雄 西 川 昇ー 宮原 H月 渡辺弥栄司

有田陽一 奥村寿三郎 小松 万豊 竹内良夫 西藤 i中 宮本昭正 綿引好夫

安藤 務 奥 山 制! 小 松雄介 竹中す f建 一 野中 府 三 輪良雄 和田 洋

安藤太 郎 尾関雅則 小 宮手[J彦 田代; 華文 野 村 一彦 向 山 定孝 安 藤 H青巳

安藤良夫 貝塚敬次郎 子安英次 田 中健 五 野本英一 武藤公志 北岡 靖男

飯田 亮 河 西乾 二 後藤 茂 田中 î~)( 月民 音/1'IJi il/i 村上七郎 斎藤英四郎

生 田 豊 朗 加治屋紀男 伍 堂光雄 田端吉生 橋本綱夫 村田昭男 -F此lイ主 ま住

i也j甫喜三郎 数佐コ郎 小山森也 千葉一雄 橋本信夫 森 すム 竹山賢治

i也辺 ji~t t台 片 桐 良維 酒井 吉 郎 塚 崎誠 一 橋元雅司 森 田 啓司 千里子 宜時

石 川 六 郎 片山 2且ZEI 堺 司 塚 田 i告 長谷川滋彦 森 田 正 典 堤 清 二

石田孝男 勝 正一 酒井秀樹 f回 義範 長谷川正名 安 田和l義 土田園保

石原昭一郎 加藤武 彦 榊原 実 辻辰 三郎 才本 孝吉 安原 正 長浜 正雄

五幾村尚 f恋 鎌 倉 i:ii'i 坂部三次郎 角田 @:f変: 速水 優J 箭内祥周 広田 元 男

市川 一 朗 上田 昌史 笹 季興 坪内 嘉雄 原田佑介 相/1 晃 T藤川千秋

市 田 i羊 加 茂 剛弘 佐藤満秋 鶴 田日 夫 阪野正明 矢 橋 幸一 藤 井 義 弘

伊藤 宏 茅野 偏: 津田茂生 東条達嫡 樋口廃太郎 矢 端 正克 t沿中15 H月

伊藤 f有徳 }J/ JiJ奇 弘 I峯 雄次 徳生勇 二 平野雅美 矢部茂夫 誉 回昭彦

井上善夫 川田嘉一郎 =条 明 戸 田 信 也 平 山 f建 山岡 淳男 日(Jj野 1放

井山八郎 川出盛也 鹿内 宏 明 戸 田 守 二 !資瀬駒雄 山口 衛 ー 馬波 俊 光

入江隆生 川畑 正大 重 111奇 仰 矩 飛島 手堅 福田 t互存 山口比呂志 宮崎 勇

入 江 'DI )1/村 清 品 川 詩夫 富 田朝 彦 福富雄治郎 山口光 秀 111 lts 進

岩崎英雄 河村敏介 芝田徹男 友 田 信 藤 山 正男 山崎 高司 湯 口 廉 平

岩田清登 菅 野 明 島崎晴夫 中 川 勝弘 藤原一郎 山崎 輝夫 11必敬之助

岩田幸 J診 菊岡平八郎 下部 ni?， 三 中込隆造 藤原宣夫 山下 静 一 平日間 宏

岩本龍人 菊地清明 杉浦敏介 ~Iこ: 瀬 宏通 船岡正道 山下 幸雄 亘理! 1馬ザ4 

上回克郎 北 海 又20虫L記 杉山克己 中田一男 古 川 靖彦 山路政和

上田隆介 北 島義俊 鈴木哲夫 中谷寛男 法見芳夫 山田 現{

植村清志 北 野次登 鈴木道雄 中谷義也 星埜一彦 山田英 雄

車鳥 1尺 著 北 原 卓 鈴木義夫 中村哲 二 堀g 嘉道 山田 正男
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E盟理署霊童璽霊璽窟置璽宣言園

27年皆勤 松本竜 二

26年皆勤 安吉I1 英岩田幸彰

25年皆勤 山田 現{

24年皆勤 安藤 務飛鳥 務三輪良 雄

23年皆勤 重崎 伸 矩 l二l'村 広 忠山本千吉郎

22年皆勤 上田 |を介図宗正義森田啓 司 山 下幸雄

21年皆勤 牛山 手存政博 川 馨 ー

20年皆勤 天野武一池辺乾治奥村寿ご郎

19年皆勤 上 田 克 郎山本清二郎

17年皆勤 須 藤 博 忠 長 戸 寛美野 中 庸ー

16年皆勤 愛 知 良 一 安 藤 良夫井上善夫大島秀夫

15年皆勤 芝田徹男平 山 依藤 山 正男

14年皆勤 愛j宰尚太郎橋本信夫

13年皆勤 阿 部 純也 木戸孝彦国島文彦 |羽野直 判i

高橋弘篤坪内嘉雄奈良哲夫

12年皆勤 片 桐 良雄 三 条 flYl 

11年皆勤 小 島章仲間端吉生戸田信 也 長谷川滋彦

10年皆勤 赤津Iì~一茅野 f控永井邦夫

9年皆勤 市 田 i羊牧田義 喜 和 田 i羊
8年皆勤 尾関税則関口欽 也 辻辰コ郎阪野正明

星埜 一 彦 山 口衛 ー

7年皆勤 高木 昇 永 井 弓 彦吉村 明

6年皆勤 岩崎英雄高木 勇箭内祥周 山中 a己
5年皆勤 安田和義矢橋幸 一

4年皆勤 岩 本 龍 人 大 和 田 棟一 小笠原建夫菊岡平八郎

子安英次 J昇 司 中iJJ恒 明 1:1:1111辿 夫

宮 田 文一横 川 端

3年皆勤 i美 野 間 作 内 j毎 f命 北 原 卓 小菅字=治

小林忠雄鶴田 日夫永谷宗次水島広雄

2年皆勤 北村庚太郎鈴木義夫田中 敬塚 11崎 誠 一

角 田 達 {変 = 橋信 一

|年皆勤 荒井好民入江隆生岩田清登大明大千男

片 山 豊 川田嘉一郎 北 野次登酒井吉 郎

佐藤満秋杉浦敏介須藤幹雄 竹内 道雄

戸田守二 中回一 男長谷川正名 村上七郎

矢部茂夫 山田 正男依凹智治寄木正敏
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関欝欝腹開

300 
E費F事稲軍基，~館:11墨~曲四回明E

250 

200 188 

150 

100 
91 

50 
1964 1974 

(平成6年3月10日現在)

5/23 
46 

A ~ M41/M45 8.0% 

529 咽園町T6 13.9% 

40 一一CIH宣ElT7/T11 20.8% AGE (年齢) 出 品出

D~川/53 29 9% 

画画面轟園通轟調

1984 

ED 54/59 20.4% 

F医週 510/515 5.1% 

G仁コ 516/521 0.7% 

H仁コ522/529 1 . 1 % 

東京12]6719.8% 

名古屋匿~ 64 8.5% 

大阪~65 11.0% 

広島匡冨60 7.5% 

神戸堕盟50 7.6% 

仙台E墨田57 7.0% 

札幌四lIIIIll61 6.6% 

横浜臣室ヨ55 5.0% 

高松臣室;]59 4.5% 

福岡~49 6.6% 

京都~55 3.8% 

千葉医翠盟55 3.2% 

新宿~56 47% 

和歌山匡菖55 4.3% 

298 302 

1994 
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1390 1/ 8 
1391 1/22 
1392 1129 
1393 2/ 5 
1394 2/12 

1395 2/19 
1396 2/26 
1397 3/ 5 

1398 3/12 

1399 3/19 
1400 3/26 
1401 41 2 
1402 41 5 
1403 4/ 9 
1404 4/16 
1405 4/23 
1406 5/ 7 
1407 5/14 
1408 5/21 
1409 5128 
1410 6/ 4 

1411 6/11 
1412 6/18 
1413 6/25 

1414 71 2 
1415 71 9 

1416 7/16 
1417 7123 
1418 7/30 
1419 8/ 6 
1420 8120 

1421 8127 

1422 9/ 3 
1423 9/10 
1424 9/17 
1425 9/24 
1426 101 I 

1427 10/ 8 
1428 10/15 
1429 10/22 
1430 10129 

1431 11/ 5 

1432 11112 
1433 11/19 

1434 11126 

1435 12/ 3 

1436 12/10 
1437 12/17 
1438 11 7 
1439 1/14 
1440 1121 

1441 1128 
1442 2/ 4 
1443 2/18 
1444 2125 

1445 3/ 4 
1446 3/11 

1447 3/18 
1448 3125 
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平成 5年社団法人東京キワニスクラブ例会講師一覧

新年互礼会
日本貿易娠興会展示部 竹田一平 セビリア万国博覧会と日本の参加
日商岩井会長(会員)速水優新年雑感
国際経済交流財団会長(会員)赤津E章一 政治の麦弱と政治改革
富士福祉事業団顧問 日本モンゴル文化交流協会会長(会員)阿部純也

モンゴル素描
占星学研究家鼓 悠天宮図に見えてくる日本 一占星学入門ー
商船三井客船(掬顧問 元海外鉄道技術協力協会(会員)須藤幹雄鉄道ODA
日本交通公社取締役(会員)岩本龍人
国際キワニス ニース コンベンション プロモーション
ーアッンジ フィレンツェ ベネチェア 美の回廊を訪ねてー

へキストジャパン専務取締役(会員)佐藤満秋
クリントン後の米国事情とニューヨーク キワニスの例会に出席して

日本輸出入銀行理事(会員)伊藤筒徳 旧ソ連の現状と金融支援
日本不動産研究所会長(会員)小林忠雄 地価バブルを顧みる
日本総合研究所副理事長(会員)山崎高司 クリントジ政権の経済政策
第45回ファミリ ーデー (京王プラザホテル エミネンスホール)
お花見例会 葛西臨海公園第l回キワニスの森寄贈地
立青国神社 f慰霊の泉J献納記念特別例会
前宮内庁長官(会員) 富田朝彦 忘れ難い幾つかの思い出
狂言研究家 /~ーテイコンサルタント ガイ ・フィ リップ男の料理
セントラル警備保障社友(会員)野中庸浅間山荘の思い出
ダイキン工業副社長(新宿クラブ副会長)徳永洋一 フロン雑感
日本道路公団総裁(会員)鈴木道雄 高速道路の当直する問題
東京銀行顧問 元エネルギー庁長官(会員)緒方謙二郎

石油はいつまでもつか
中央学院大学講師(会員)須藤博忠民族問題に想う
第9回東京キワニスクラブ青少年教育賞贈呈式
資生堂顧問元フランス大使(会員)内田宏

現下の国際情勢と東京サミ y 卜
産経新聞社会部長稲田幸男最近の社会部事情
シパ‘ノク会長 (92-93日本地区次期会長)重崎伸矩 第78回キワニス

インターナショナル年次総会に出席して フランス ニースに於いて
東京中国歌舞団歌手陽二蓮私にとっての現代中国
アジア刑政財団理事長長島敦米国の刑事陪審裁判
第27回キワニス社会公益賞贈呈式
暑気払いビヤパーティ
国際大学大学院国際関係学研究科教授 務 {中勲
21世紀の世界経済と中国人 中国系人 一日本人は取り残されるか
ダイニック会長 (会員)坂部三次郎

われわれが往んでいる素晴らしい星「地球J
政治評論家 内因健三新政権と秋の政局
ジャ ーナリスト ポール ・ファ ーガソン 北方四島を訪ねて
地域娠興整備公団副総裁(会員)北村腐太郎 全国総合開発計画のあゆみ
社団法人東京キワニスクラブ定時総会

ソロモンプラザーズアジア証券(絢経済調査部ディレクタ ー
ロハート アラン フェルドマン 青い目から見た日本経済
東洋医学会会長松田邦夫高令化社会と漢方
日本短波放送エグゼクティブプロテ'ューサー武藤直路 曽おばさんの海
皆勤会員表彰式
東邦大学医学部付属佐倉病院院長兼内科教授 国際ヨー ド欠乏症対策委員会
ClCCIDD)日本代表(会員)入江賓 ヨー ト.欠乏症について
シバソク会長 (93-94日本地区会長)重崎{申短

国際キワニス評議会に出席して
機械産業記念事業財団会長(会員) 赤津障ー 南太平洋の国々
中山がん研究所 中山メテ'イカルクラブ副所長(会員)矢端正克

エイズ最新情報と企業のエイズ対策
卜リヒ唄ユーン・ジャパン毎日閥会長 石井鎌一
日本の集団・縦社会とアメリカの個人主義社会の隔たりは何処まで絡まるか
全国暴力追放運動惟進センター専務理事 保良光彦

ダーク産業としての暴力団
様子梅屋流梅屋右近 悦子懇談(大鼓と小鼓)
埼玉大学教授奥本大三郎 虫の行き方と自然のバランス

新年互礼会
日本銀行理事 南 原 晃 東 ア ジ アと日本経済について
日本AT&T総合政策本部長兼市場開発本部長 グレン S フクシマ
変わるアメリカ 変わるか日本

博報堂生活総合研究所所長代理 関沢英彦 94年の生活動向を考える
読売新聞編集委員河原畑寧ムービーキッズ(映画少年)の冒険
貯蓄広報中央委員会副会長(会員〉木村太郎今なぜ貯蓄か?
昭和マリン興業社長上回宗良内側からみたオ リンピック ー主として

オリンピック・マーケッティングについてー
西友代表取締役専務坂本春生変革の中の小売業
ロス・アンゼルス タイムズ東京支局長兼アジア経済担当記者
サミュエル ジェイムソン 日米摩篠 一新しい危機は来るのか?ー

桜ゴルフ代表取締役 佐川八重子私の歩んで来た道と ゴルフ会員権の展望
上之郷利昭 米と日本人と伊勢神宮



編集後記

ホ30"1三の歩みかは、キワ ニスの歴史と、これを支

えた全会員各位の記録である。、、私の30勺立、松本

(龍)会員にアイディアをいただき、広報委員会で

発展させたコラムである。全体が、単なる史家;の

記録に閉まる ことなく、、商|主"、読みもの砂にする

広報委員会の目的てあった。

原稿依頼の翌日早ばや1:， "私の30砂を お持ち下

さった小林(忠)会員に感激した。

ご多忙な中、快〈 座談会に出席下さった、歴代

会長各位、病気を押し て執筆下さった牧田三代事

務局長はじめ、会員各位、チャータ一以来クラブ

の美しい写真を撮り続けて下さった牛山会員、プ

ロット 制作に熱心な議論を戦わせた広報委員各位

他、どなたにも 厚い感謝と j来い愛情を棒け、ます。

紙前の関係て、割愛せざるを得なかった多くの

写真、記録などの数々 に涙し、この、歩みHが、各

位の愛読書となる ことを切に願っています。

かつての、個性的で創造的な発想が、 i欠のキワ

ニスを支 えるキーとなる ことを確信、 当ク ラブが、

よりクリ エイティブな組織を目指して、次の30年

に向けて元気に飛び立って欲 しいと念願する次第

です。

東京キワニスクラブ30年の歩み
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