
◇出席率報告

 ● 天野禎久　２年間、大変お世話になりまし
た。親睦委員長を全うできなかったのが心残
りです。またどこかで皆さまにお会いできる
ことを楽しみにしております。くれぐれもお
身体に気を付けて。
 ● 山本庸平　短い間でしたが、本当にありが
とうございました。高知で学んだことを東京
で生かせるように頑張ります。
 ● 寺尾正生　天野さん、山本さんの新天地で
のご活躍をお祈りします。　
 ● 松本隆之　寂しい限りですが、天野さん、
山本さん、新天地でのご活躍を心より祈念申
し上げます。
 ● 寺村　勉　ＳＡＡさん、今日は50周年委員
会バージョンでのテーブルプランありがとう
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本日　10月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　高知東ＲＣ50周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　全　体　会　議

次週　10月８日㈪ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　50　周　年　記　念　夜　間　例　会

第2394回　例会報告／平成30年９月26日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先日、俳優の樹木希林さ
んが亡くなられました。
生前、ある雑誌のインタ
ビューで、「最近、１日
に１捨、一つの物を捨て

ることを心がけている。使わなくなったお皿
１枚、着なくなった服１枚とか、捨てるよう
にしている。そうすると心が軽くなって豊か
になる」と言ったことをお話されていまし
た。
　数年前、飛行機に乗ったとき、座席の前に
ある雑誌の紀行文に、荒れ野を車で走ってい
ると羊を連れた少年が歩いているのが車窓か
ら見えた。その少年は、肩に掛けた棒に鍋、
釜をぶら下げて、１日の衣食に足るような袋
を持って歩いていた。振り返ってみると、少
年はキラキラと澄んだ目をして、本当に幸せ
そうだった。その光景をクーラーのきいた車
の中から眺めて、日本に帰ると、物欲にまみ
れ、あらゆる物に囲まれた生活に戻っていく
んだろう。もし、それが幸せだとすれば、あ
の羊飼いの少年の澄んだ目と幸せそうな笑顔
は一体どこからやってくるんだろう。という
ようなことが書かれていたのを思い出しまし
た。
　本当に大切な物というのは、なかなか目に

は見えないものです。多くの物を持たずに豊
かに生きるということには憧れるし、そんな
生き方をしてみたいと思いますが、如何せん
自分は欲を捨てきれず、あらゆる欲にまみれ
て物に溢れた生活をしています。ただ、本当
に大切な物は目に見えない。多くの物を持た
ずに豊かに生きたい。と考えたりする今の自
分は、爪の垢ぐらいは進歩したかなと、無理
矢理納得しているのが現状です。そして、本
当の幸せというものをもう１回考えてみたい
なと思います。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇親睦委員会より
　本日、18時半からガバナー事務所の慰労会
を穂寿美にて行います。会費は7,000円に変
更です。大勢の出席をお願いします。
◇記念事業委員会より
　９月30日、50周年の記念事業として「みん
なで育むコンサート　育ちゆく人たちへ」と
題して、子どもさんを連れたご家族を対象に
したコンサートを開催します。600名が参加
し、午前・午後に分かれて行われます。当日
参加もできますので、よろしくお願いします。
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９月26日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇天野禎久会員退会挨拶
　10月１日付けで、神奈
川県の厚木支社への異動
の辞令を受けました。高
知には２年半、東ロータ
リーには２年、皆さまに
は大変お世話になりまし

た。親睦委員長という大役を仰せつかってい
ながら、全うできず無念だけど副委員長の山
本さんに引き継ごうと思っていたら、今日、
山本さんも異動だと聞きびっくりしました。
　５、６年は高知にいるつもりで、この４月
に家族も呼んだのですが半年で転校となりま
した。ただ、家族共々鮎の会や野外レクレー
ション等々に参加をし、本当に楽しく過ごし
ました。皆さまにはいろいろ教えていただき、
優しく接していただき、本当に感謝していま
す。また、どこかでお会いできると思います。
　それまで皆さま、くれぐれもお身体には気
を付けて、お元気でお過ごしいただきたいと
思います。２年間、本当にありがとうござい
ました。

◇山本庸平会員退会挨拶
　私も10月１日付けで池
袋支店に転勤になりまし
た。ロータリーに入会さ
せていただいて１年、高
知支店に着任して２年。
ロータリーもようやく心

から楽しく、皆さんの名前を顔が一致してお
話もできるようになり、これから、親睦委員
会の副委員長として重責を担っていきたいと
思っていたところで心苦しいのですが、池袋
支店でも継続してロータリーに入りたいと
思っています。
　１年間、皆さまには本当によくしていただ
きました。高知を離れるのは、とても寂しい
思いです。本当にありがとうございました。
◇会　長　報　告
・11月３日に開催される南ＲＣ創立60周年記

念式典と祝賀会への参加が、当クラブは非
常に少ないとのことですので、登録をよろ
しくお願いします。

◇幹　事　報　告
・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。
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くとワインを積み重ねて、試飲する部屋があ
る。ろうそくの灯った薄暗い中で、ワインを
味わった。トカイワインは貴腐ワインが有名
で、腐って木から落ちたブドウを集めて造ら
れたワインで、甘くてハチミツの味がすると
言われる。
　２日間、ハンガリーを回ったが、欧州の丘
から眺めた雄大なドナウ川、歴史ある教会な
ど印象に残った。
　ルーマニアはハンガリーの東部にあり、北
はウクライナ、西南はセルビア、南はブルガ
リア、そして東はモルドアと黒海に囲まれた
国です。北部は雪が積もるほど山が高く、昔
ながらの生活が続けられている。馬車がガタ
ガタと通るのを見かけることもあります。
　ムラムレシュ地方に、世界遺産に登録され
ている木造教会があります。シュルデシティ
村の教会は高さ72ｍの尖塔を持っています。
山を下っていくとトランシルヴァニア地方に
入り、ドイツ人の移民が多いところで、彼ら
の文化遺産が残っています。ブラショフの街
はドイツ人がつくった街で、上がっていくと
街の中央に高さ65ｍの黒の教会がそびえ、広

場にはレストランや土産物店が並び、観光客
が訪れています。
　ブラン城は、ブラショフの南西にあり、小
高い山の上に建つ典型的な中世の城砦で、ド
イツ商人が建築した。ドラキュラのモデルと
言われるヴラド３世が祖父、父に続いてここ
を長く居城としていた。ヴラド３世は、映画
で描く吸血鬼ではなく、オスマントルコと
戦った英雄です。
　要塞教会はドイツ人がつくったもので、教
会や見張り台の役割を果たし、周囲に頑丈な
擁壁が築かれた。ビエンタンは、３重の擁壁
に囲まれ最も堅固だと言われた。ここも世界
遺産に入っています。
　シナイアは、標高800ｍの景勝地にあり、
ルーマニア国王、王侯貴族の別荘地として知
られていた。ペレシュ城は1875年、カロル一
世が建築した宮殿で、ルーマニアでは最も壮
麗な城と言われている。
　山を下ると、南は起伏のある平原地帯が広
がります。ウシ、ヒツジ、ウマが放牧され、
のどかな眺めです。古都ブカレストはこの平
原地帯にあります。ブカレストは森に囲まれ

ございました。記念事業まではあと４日、式
典までは12日です。来週の例会での卓話の時
間は、実行委員会全体会を開催します。どう
ぞよろしくお願いします。
 ● 福岡満喜子　イライライラ！カープのリー
グ優勝があと１歩で決まらない。加えて、ひ
いきの選手が今期限りで引退で残念です。
 ● 北村　裕　９月19日、私の63歳の誕生日に
21名の参加を得て、はりまや町の酔鯨亭で
「東酔会」を開催しました。当日は、西山
チャーターメンバーの興味深いお話から始ま
り、ビールと焼酎と日本酒が飛び交う、大変
盛り上がった「東酔会」となりました。西山
先輩、ありがとうございました。そして参加
者の皆さん、お疲れ様でした。当日の残金を
ニコニコへ。
 ● 鬼田知明　天野さん、山本さん、新天地で
もがんばってください。お世話になりました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

「ハンガリー・
　　　　　ルーマニアの旅」

◇会員スピーチ 関　淑公 会員

　６月26日、成田空港から全日空便で出発。
夜９時半ごろハンガリーの首都、ブタペスト
に入った。街中にはドナウ川が流れており、
川のこちら側がブタ地区、向こう側がペスト
地区。ホテルはブタ地区の山側にあるヒルト
ンブタペスト。街を見下ろす眺めの良いホテ
ルであった。周りにはハンガリー王家縁の教
会が固まっている。
　マーチャース教会は13世紀に建てられた古
い教会だったが、17世紀にオーストリーのハ
プスブルグ家がハンガリーを支配することに
なり、マーチャース国王が、今のように高い

尖塔を持つカトリック教会に建て替えた。19
世紀後半、ハプスブルグ王家のヨゼフ国王と
皇妃エリザベートがハンガリー国王・王妃に
なるべく、この教会で２度目の戴冠式を行っ
た。そのとき、フランツ・リストが戴冠ミサ
曲を作曲、演奏した。奥の戴冠式の行われた
神殿には、エリザベート皇妃の写真が展示さ
れている。エリザベート皇妃はハンガリーに
長く暮らし、国民から敬愛された。
　ハンガリーの北東に流れるティサ川流域に
は、ワイン畑が広がっている。その中の店に
入ると、地下へ続く石灰質の洞窟を下りてい

たところで、菩提樹やマロニエの並木道を進
んで凱旋門の横を通り、革命広場へ。
　ルーマニアは、カロル一世がルーマニア王
国として独立。第二次世界大戦後、ソ連軍が
侵入し共産主義政権を立て、チャウシェスク
が大統領に就任。最初は評判が良かったので
すが、次第に暴政を行うようになって1989
年、地方から始まった暴動がブカレストまで
広がり、広場で激しい戦闘が行われた。そし
て、チャウシェスク夫妻は処刑された。広場
の奥には1,000人余りの犠牲者を悼む碑があ
る。
　正面に立つ白い建物が共産党本部で、周り
には音楽ホール、共和国宮殿がある。国民の
館はチャウシェスクが、日本円にして1,500
億円を投じて造らせた巨大な宮殿で、部屋数
は3,107室、天井には純金が装飾され、150ｍ
の回廊、大理石の柱、1,000人も入るホール
など贅の限りを尽くして建築された。そのた
め、国民は饑餓を強いられた。テラスに出る
と、今は花で一杯の庭が広がり、大通りには
郵便局、裁判所などが建ち並び、大変眺めの

良いところです。チャウシェスク大統領は、
このテラスから大勢の国民に向かって演説す
るつもりだったそうです。ルーマニアはその
後、民主化が進み、今ではＥＵのメンバーに
入っている。
　昼食は、1879年からの老舗、カルクベレで
食事をした。王朝時代からの古いレストラン
で４名の女性が弦楽器を演奏していた。外は
野外カフェが並び、お客さんたちは温かい日
差しを浴びてのんびりと食事をしていた。通
りには土産物店やレストランが並び、若い女
性がお客さんの呼び寄せをしていた。近くに
は、王政時代の教会、修道院がある。以前、
ブカレストはヨーロッパの小パリと呼ばれて
いたが、昔の反映を取り戻しつつあるよう
だ。
　翌朝ブカレストからドイツ経由で、７月２
日夜、帰国した。10日間の旅であった。ガイ
ドの方は、東京の学芸大学で学ばれたルーマ
ニア美人。バスの運転手さんは、９歳の息子
さんがおられるそうです。私も９歳の孫がい
ると話しました。

ドナウ川 マーチャーシュ教会

ヴラド３世木造教会エリザベート皇妃

要塞教会

国民の館

カルク・ペレ国民の館革命広場

フラショフ

トカイのワイン畑

カルク・ペレ ペレシュ城

ブカレストの街ブカレストの街

ガバナー事務所の慰労会
2018年９月26日㈬　於：穂寿美
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◇記念事業委員会より
　９月30日、50周年の記念事業として「みん
なで育むコンサート　育ちゆく人たちへ」と
題して、子どもさんを連れたご家族を対象に
したコンサートを開催します。600名が参加
し、午前・午後に分かれて行われます。当日
参加もできますので、よろしくお願いします。
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
364,680円

23,880円

388,560円

3,746円

100円

3,846円

368,426円

23,980円

392,406円

チビニコ 合　計

９月26日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇天野禎久会員退会挨拶
　10月１日付けで、神奈
川県の厚木支社への異動
の辞令を受けました。高
知には２年半、東ロータ
リーには２年、皆さまに
は大変お世話になりまし

た。親睦委員長という大役を仰せつかってい
ながら、全うできず無念だけど副委員長の山
本さんに引き継ごうと思っていたら、今日、
山本さんも異動だと聞きびっくりしました。
　５、６年は高知にいるつもりで、この４月
に家族も呼んだのですが半年で転校となりま
した。ただ、家族共々鮎の会や野外レクレー
ション等々に参加をし、本当に楽しく過ごし
ました。皆さまにはいろいろ教えていただき、
優しく接していただき、本当に感謝していま
す。また、どこかでお会いできると思います。
　それまで皆さま、くれぐれもお身体には気
を付けて、お元気でお過ごしいただきたいと
思います。２年間、本当にありがとうござい
ました。

◇山本庸平会員退会挨拶
　私も10月１日付けで池
袋支店に転勤になりまし
た。ロータリーに入会さ
せていただいて１年、高
知支店に着任して２年。
ロータリーもようやく心

から楽しく、皆さんの名前を顔が一致してお
話もできるようになり、これから、親睦委員
会の副委員長として重責を担っていきたいと
思っていたところで心苦しいのですが、池袋
支店でも継続してロータリーに入りたいと
思っています。
　１年間、皆さまには本当によくしていただ
きました。高知を離れるのは、とても寂しい
思いです。本当にありがとうございました。
◇会　長　報　告
・11月３日に開催される南ＲＣ創立60周年記

念式典と祝賀会への参加が、当クラブは非
常に少ないとのことですので、登録をよろ
しくお願いします。

◇幹　事　報　告
・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。
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くとワインを積み重ねて、試飲する部屋があ
る。ろうそくの灯った薄暗い中で、ワインを
味わった。トカイワインは貴腐ワインが有名
で、腐って木から落ちたブドウを集めて造ら
れたワインで、甘くてハチミツの味がすると
言われる。
　２日間、ハンガリーを回ったが、欧州の丘
から眺めた雄大なドナウ川、歴史ある教会な
ど印象に残った。
　ルーマニアはハンガリーの東部にあり、北
はウクライナ、西南はセルビア、南はブルガ
リア、そして東はモルドアと黒海に囲まれた
国です。北部は雪が積もるほど山が高く、昔
ながらの生活が続けられている。馬車がガタ
ガタと通るのを見かけることもあります。
　ムラムレシュ地方に、世界遺産に登録され
ている木造教会があります。シュルデシティ
村の教会は高さ72ｍの尖塔を持っています。
山を下っていくとトランシルヴァニア地方に
入り、ドイツ人の移民が多いところで、彼ら
の文化遺産が残っています。ブラショフの街
はドイツ人がつくった街で、上がっていくと
街の中央に高さ65ｍの黒の教会がそびえ、広

場にはレストランや土産物店が並び、観光客
が訪れています。
　ブラン城は、ブラショフの南西にあり、小
高い山の上に建つ典型的な中世の城砦で、ド
イツ商人が建築した。ドラキュラのモデルと
言われるヴラド３世が祖父、父に続いてここ
を長く居城としていた。ヴラド３世は、映画
で描く吸血鬼ではなく、オスマントルコと
戦った英雄です。
　要塞教会はドイツ人がつくったもので、教
会や見張り台の役割を果たし、周囲に頑丈な
擁壁が築かれた。ビエンタンは、３重の擁壁
に囲まれ最も堅固だと言われた。ここも世界
遺産に入っています。
　シナイアは、標高800ｍの景勝地にあり、
ルーマニア国王、王侯貴族の別荘地として知
られていた。ペレシュ城は1875年、カロル一
世が建築した宮殿で、ルーマニアでは最も壮
麗な城と言われている。
　山を下ると、南は起伏のある平原地帯が広
がります。ウシ、ヒツジ、ウマが放牧され、
のどかな眺めです。古都ブカレストはこの平
原地帯にあります。ブカレストは森に囲まれ

ございました。記念事業まではあと４日、式
典までは12日です。来週の例会での卓話の時
間は、実行委員会全体会を開催します。どう
ぞよろしくお願いします。
 ● 福岡満喜子　イライライラ！カープのリー
グ優勝があと１歩で決まらない。加えて、ひ
いきの選手が今期限りで引退で残念です。
 ● 北村　裕　９月19日、私の63歳の誕生日に
21名の参加を得て、はりまや町の酔鯨亭で
「東酔会」を開催しました。当日は、西山
チャーターメンバーの興味深いお話から始ま
り、ビールと焼酎と日本酒が飛び交う、大変
盛り上がった「東酔会」となりました。西山
先輩、ありがとうございました。そして参加
者の皆さん、お疲れ様でした。当日の残金を
ニコニコへ。
 ● 鬼田知明　天野さん、山本さん、新天地で
もがんばってください。お世話になりました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

「ハンガリー・
　　　　　ルーマニアの旅」

◇会員スピーチ 関　淑公 会員

　６月26日、成田空港から全日空便で出発。
夜９時半ごろハンガリーの首都、ブタペスト
に入った。街中にはドナウ川が流れており、
川のこちら側がブタ地区、向こう側がペスト
地区。ホテルはブタ地区の山側にあるヒルト
ンブタペスト。街を見下ろす眺めの良いホテ
ルであった。周りにはハンガリー王家縁の教
会が固まっている。
　マーチャース教会は13世紀に建てられた古
い教会だったが、17世紀にオーストリーのハ
プスブルグ家がハンガリーを支配することに
なり、マーチャース国王が、今のように高い

尖塔を持つカトリック教会に建て替えた。19
世紀後半、ハプスブルグ王家のヨゼフ国王と
皇妃エリザベートがハンガリー国王・王妃に
なるべく、この教会で２度目の戴冠式を行っ
た。そのとき、フランツ・リストが戴冠ミサ
曲を作曲、演奏した。奥の戴冠式の行われた
神殿には、エリザベート皇妃の写真が展示さ
れている。エリザベート皇妃はハンガリーに
長く暮らし、国民から敬愛された。
　ハンガリーの北東に流れるティサ川流域に
は、ワイン畑が広がっている。その中の店に
入ると、地下へ続く石灰質の洞窟を下りてい

たところで、菩提樹やマロニエの並木道を進
んで凱旋門の横を通り、革命広場へ。
　ルーマニアは、カロル一世がルーマニア王
国として独立。第二次世界大戦後、ソ連軍が
侵入し共産主義政権を立て、チャウシェスク
が大統領に就任。最初は評判が良かったので
すが、次第に暴政を行うようになって1989
年、地方から始まった暴動がブカレストまで
広がり、広場で激しい戦闘が行われた。そし
て、チャウシェスク夫妻は処刑された。広場
の奥には1,000人余りの犠牲者を悼む碑があ
る。
　正面に立つ白い建物が共産党本部で、周り
には音楽ホール、共和国宮殿がある。国民の
館はチャウシェスクが、日本円にして1,500
億円を投じて造らせた巨大な宮殿で、部屋数
は3,107室、天井には純金が装飾され、150ｍ
の回廊、大理石の柱、1,000人も入るホール
など贅の限りを尽くして建築された。そのた
め、国民は饑餓を強いられた。テラスに出る
と、今は花で一杯の庭が広がり、大通りには
郵便局、裁判所などが建ち並び、大変眺めの

良いところです。チャウシェスク大統領は、
このテラスから大勢の国民に向かって演説す
るつもりだったそうです。ルーマニアはその
後、民主化が進み、今ではＥＵのメンバーに
入っている。
　昼食は、1879年からの老舗、カルクベレで
食事をした。王朝時代からの古いレストラン
で４名の女性が弦楽器を演奏していた。外は
野外カフェが並び、お客さんたちは温かい日
差しを浴びてのんびりと食事をしていた。通
りには土産物店やレストランが並び、若い女
性がお客さんの呼び寄せをしていた。近くに
は、王政時代の教会、修道院がある。以前、
ブカレストはヨーロッパの小パリと呼ばれて
いたが、昔の反映を取り戻しつつあるよう
だ。
　翌朝ブカレストからドイツ経由で、７月２
日夜、帰国した。10日間の旅であった。ガイ
ドの方は、東京の学芸大学で学ばれたルーマ
ニア美人。バスの運転手さんは、９歳の息子
さんがおられるそうです。私も９歳の孫がい
ると話しました。

ドナウ川 マーチャーシュ教会

ヴラド３世木造教会エリザベート皇妃

要塞教会

国民の館

カルク・ペレ国民の館革命広場

フラショフ

トカイのワイン畑

カルク・ペレ ペレシュ城

ブカレストの街ブカレストの街

ガバナー事務所の慰労会
2018年９月26日㈬　於：穂寿美



◇出席率報告

 ● 天野禎久　２年間、大変お世話になりまし
た。親睦委員長を全うできなかったのが心残
りです。またどこかで皆さまにお会いできる
ことを楽しみにしております。くれぐれもお
身体に気を付けて。
 ● 山本庸平　短い間でしたが、本当にありが
とうございました。高知で学んだことを東京
で生かせるように頑張ります。
 ● 寺尾正生　天野さん、山本さんの新天地で
のご活躍をお祈りします。　
 ● 松本隆之　寂しい限りですが、天野さん、
山本さん、新天地でのご活躍を心より祈念申
し上げます。
 ● 寺村　勉　ＳＡＡさん、今日は50周年委員
会バージョンでのテーブルプランありがとう

高知東ロータリークラブ週報
第2348号

10月030日.2018

本日　10月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　高知東ＲＣ50周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　全　体　会　議

次週　10月８日㈪ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　50　周　年　記　念　夜　間　例　会

第2394回　例会報告／平成30年９月26日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先日、俳優の樹木希林さ
んが亡くなられました。
生前、ある雑誌のインタ
ビューで、「最近、１日
に１捨、一つの物を捨て

ることを心がけている。使わなくなったお皿
１枚、着なくなった服１枚とか、捨てるよう
にしている。そうすると心が軽くなって豊か
になる」と言ったことをお話されていまし
た。
　数年前、飛行機に乗ったとき、座席の前に
ある雑誌の紀行文に、荒れ野を車で走ってい
ると羊を連れた少年が歩いているのが車窓か
ら見えた。その少年は、肩に掛けた棒に鍋、
釜をぶら下げて、１日の衣食に足るような袋
を持って歩いていた。振り返ってみると、少
年はキラキラと澄んだ目をして、本当に幸せ
そうだった。その光景をクーラーのきいた車
の中から眺めて、日本に帰ると、物欲にまみ
れ、あらゆる物に囲まれた生活に戻っていく
んだろう。もし、それが幸せだとすれば、あ
の羊飼いの少年の澄んだ目と幸せそうな笑顔
は一体どこからやってくるんだろう。という
ようなことが書かれていたのを思い出しまし
た。
　本当に大切な物というのは、なかなか目に

は見えないものです。多くの物を持たずに豊
かに生きるということには憧れるし、そんな
生き方をしてみたいと思いますが、如何せん
自分は欲を捨てきれず、あらゆる欲にまみれ
て物に溢れた生活をしています。ただ、本当
に大切な物は目に見えない。多くの物を持た
ずに豊かに生きたい。と考えたりする今の自
分は、爪の垢ぐらいは進歩したかなと、無理
矢理納得しているのが現状です。そして、本
当の幸せというものをもう１回考えてみたい
なと思います。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇親睦委員会より
　本日、18時半からガバナー事務所の慰労会
を穂寿美にて行います。会費は7,000円に変
更です。大勢の出席をお願いします。
◇記念事業委員会より
　９月30日、50周年の記念事業として「みん
なで育むコンサート　育ちゆく人たちへ」と
題して、子どもさんを連れたご家族を対象に
したコンサートを開催します。600名が参加
し、午前・午後に分かれて行われます。当日
参加もできますので、よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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９月26日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇天野禎久会員退会挨拶
　10月１日付けで、神奈
川県の厚木支社への異動
の辞令を受けました。高
知には２年半、東ロータ
リーには２年、皆さまに
は大変お世話になりまし

た。親睦委員長という大役を仰せつかってい
ながら、全うできず無念だけど副委員長の山
本さんに引き継ごうと思っていたら、今日、
山本さんも異動だと聞きびっくりしました。
　５、６年は高知にいるつもりで、この４月
に家族も呼んだのですが半年で転校となりま
した。ただ、家族共々鮎の会や野外レクレー
ション等々に参加をし、本当に楽しく過ごし
ました。皆さまにはいろいろ教えていただき、
優しく接していただき、本当に感謝していま
す。また、どこかでお会いできると思います。
　それまで皆さま、くれぐれもお身体には気
を付けて、お元気でお過ごしいただきたいと
思います。２年間、本当にありがとうござい
ました。

◇山本庸平会員退会挨拶
　私も10月１日付けで池
袋支店に転勤になりまし
た。ロータリーに入会さ
せていただいて１年、高
知支店に着任して２年。
ロータリーもようやく心

から楽しく、皆さんの名前を顔が一致してお
話もできるようになり、これから、親睦委員
会の副委員長として重責を担っていきたいと
思っていたところで心苦しいのですが、池袋
支店でも継続してロータリーに入りたいと
思っています。
　１年間、皆さまには本当によくしていただ
きました。高知を離れるのは、とても寂しい
思いです。本当にありがとうございました。
◇会　長　報　告
・11月３日に開催される南ＲＣ創立60周年記

念式典と祝賀会への参加が、当クラブは非
常に少ないとのことですので、登録をよろ
しくお願いします。

◇幹　事　報　告
・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。
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くとワインを積み重ねて、試飲する部屋があ
る。ろうそくの灯った薄暗い中で、ワインを
味わった。トカイワインは貴腐ワインが有名
で、腐って木から落ちたブドウを集めて造ら
れたワインで、甘くてハチミツの味がすると
言われる。
　２日間、ハンガリーを回ったが、欧州の丘
から眺めた雄大なドナウ川、歴史ある教会な
ど印象に残った。
　ルーマニアはハンガリーの東部にあり、北
はウクライナ、西南はセルビア、南はブルガ
リア、そして東はモルドアと黒海に囲まれた
国です。北部は雪が積もるほど山が高く、昔
ながらの生活が続けられている。馬車がガタ
ガタと通るのを見かけることもあります。
　ムラムレシュ地方に、世界遺産に登録され
ている木造教会があります。シュルデシティ
村の教会は高さ72ｍの尖塔を持っています。
山を下っていくとトランシルヴァニア地方に
入り、ドイツ人の移民が多いところで、彼ら
の文化遺産が残っています。ブラショフの街
はドイツ人がつくった街で、上がっていくと
街の中央に高さ65ｍの黒の教会がそびえ、広

場にはレストランや土産物店が並び、観光客
が訪れています。
　ブラン城は、ブラショフの南西にあり、小
高い山の上に建つ典型的な中世の城砦で、ド
イツ商人が建築した。ドラキュラのモデルと
言われるヴラド３世が祖父、父に続いてここ
を長く居城としていた。ヴラド３世は、映画
で描く吸血鬼ではなく、オスマントルコと
戦った英雄です。
　要塞教会はドイツ人がつくったもので、教
会や見張り台の役割を果たし、周囲に頑丈な
擁壁が築かれた。ビエンタンは、３重の擁壁
に囲まれ最も堅固だと言われた。ここも世界
遺産に入っています。
　シナイアは、標高800ｍの景勝地にあり、
ルーマニア国王、王侯貴族の別荘地として知
られていた。ペレシュ城は1875年、カロル一
世が建築した宮殿で、ルーマニアでは最も壮
麗な城と言われている。
　山を下ると、南は起伏のある平原地帯が広
がります。ウシ、ヒツジ、ウマが放牧され、
のどかな眺めです。古都ブカレストはこの平
原地帯にあります。ブカレストは森に囲まれ

ございました。記念事業まではあと４日、式
典までは12日です。来週の例会での卓話の時
間は、実行委員会全体会を開催します。どう
ぞよろしくお願いします。
 ● 福岡満喜子　イライライラ！カープのリー
グ優勝があと１歩で決まらない。加えて、ひ
いきの選手が今期限りで引退で残念です。
 ● 北村　裕　９月19日、私の63歳の誕生日に
21名の参加を得て、はりまや町の酔鯨亭で
「東酔会」を開催しました。当日は、西山
チャーターメンバーの興味深いお話から始ま
り、ビールと焼酎と日本酒が飛び交う、大変
盛り上がった「東酔会」となりました。西山
先輩、ありがとうございました。そして参加
者の皆さん、お疲れ様でした。当日の残金を
ニコニコへ。
 ● 鬼田知明　天野さん、山本さん、新天地で
もがんばってください。お世話になりました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

「ハンガリー・
　　　　　ルーマニアの旅」

◇会員スピーチ 関　淑公 会員

　６月26日、成田空港から全日空便で出発。
夜９時半ごろハンガリーの首都、ブタペスト
に入った。街中にはドナウ川が流れており、
川のこちら側がブタ地区、向こう側がペスト
地区。ホテルはブタ地区の山側にあるヒルト
ンブタペスト。街を見下ろす眺めの良いホテ
ルであった。周りにはハンガリー王家縁の教
会が固まっている。
　マーチャース教会は13世紀に建てられた古
い教会だったが、17世紀にオーストリーのハ
プスブルグ家がハンガリーを支配することに
なり、マーチャース国王が、今のように高い

尖塔を持つカトリック教会に建て替えた。19
世紀後半、ハプスブルグ王家のヨゼフ国王と
皇妃エリザベートがハンガリー国王・王妃に
なるべく、この教会で２度目の戴冠式を行っ
た。そのとき、フランツ・リストが戴冠ミサ
曲を作曲、演奏した。奥の戴冠式の行われた
神殿には、エリザベート皇妃の写真が展示さ
れている。エリザベート皇妃はハンガリーに
長く暮らし、国民から敬愛された。
　ハンガリーの北東に流れるティサ川流域に
は、ワイン畑が広がっている。その中の店に
入ると、地下へ続く石灰質の洞窟を下りてい

たところで、菩提樹やマロニエの並木道を進
んで凱旋門の横を通り、革命広場へ。
　ルーマニアは、カロル一世がルーマニア王
国として独立。第二次世界大戦後、ソ連軍が
侵入し共産主義政権を立て、チャウシェスク
が大統領に就任。最初は評判が良かったので
すが、次第に暴政を行うようになって1989
年、地方から始まった暴動がブカレストまで
広がり、広場で激しい戦闘が行われた。そし
て、チャウシェスク夫妻は処刑された。広場
の奥には1,000人余りの犠牲者を悼む碑があ
る。
　正面に立つ白い建物が共産党本部で、周り
には音楽ホール、共和国宮殿がある。国民の
館はチャウシェスクが、日本円にして1,500
億円を投じて造らせた巨大な宮殿で、部屋数
は3,107室、天井には純金が装飾され、150ｍ
の回廊、大理石の柱、1,000人も入るホール
など贅の限りを尽くして建築された。そのた
め、国民は饑餓を強いられた。テラスに出る
と、今は花で一杯の庭が広がり、大通りには
郵便局、裁判所などが建ち並び、大変眺めの

良いところです。チャウシェスク大統領は、
このテラスから大勢の国民に向かって演説す
るつもりだったそうです。ルーマニアはその
後、民主化が進み、今ではＥＵのメンバーに
入っている。
　昼食は、1879年からの老舗、カルクベレで
食事をした。王朝時代からの古いレストラン
で４名の女性が弦楽器を演奏していた。外は
野外カフェが並び、お客さんたちは温かい日
差しを浴びてのんびりと食事をしていた。通
りには土産物店やレストランが並び、若い女
性がお客さんの呼び寄せをしていた。近くに
は、王政時代の教会、修道院がある。以前、
ブカレストはヨーロッパの小パリと呼ばれて
いたが、昔の反映を取り戻しつつあるよう
だ。
　翌朝ブカレストからドイツ経由で、７月２
日夜、帰国した。10日間の旅であった。ガイ
ドの方は、東京の学芸大学で学ばれたルーマ
ニア美人。バスの運転手さんは、９歳の息子
さんがおられるそうです。私も９歳の孫がい
ると話しました。

ドナウ川 マーチャーシュ教会

ヴラド３世木造教会エリザベート皇妃

要塞教会

国民の館

カルク・ペレ国民の館革命広場

フラショフ

トカイのワイン畑

カルク・ペレ ペレシュ城

ブカレストの街ブカレストの街

ガバナー事務所の慰労会
2018年９月26日㈬　於：穂寿美



◇出席率報告

 ● 天野禎久　２年間、大変お世話になりまし
た。親睦委員長を全うできなかったのが心残
りです。またどこかで皆さまにお会いできる
ことを楽しみにしております。くれぐれもお
身体に気を付けて。
 ● 山本庸平　短い間でしたが、本当にありが
とうございました。高知で学んだことを東京
で生かせるように頑張ります。
 ● 寺尾正生　天野さん、山本さんの新天地で
のご活躍をお祈りします。　
 ● 松本隆之　寂しい限りですが、天野さん、
山本さん、新天地でのご活躍を心より祈念申
し上げます。
 ● 寺村　勉　ＳＡＡさん、今日は50周年委員
会バージョンでのテーブルプランありがとう

高知東ロータリークラブ週報
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本日　10月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　高知東ＲＣ50周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　全　体　会　議

次週　10月８日㈪ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　50　周　年　記　念　夜　間　例　会

第2394回　例会報告／平成30年９月26日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先日、俳優の樹木希林さ
んが亡くなられました。
生前、ある雑誌のインタ
ビューで、「最近、１日
に１捨、一つの物を捨て

ることを心がけている。使わなくなったお皿
１枚、着なくなった服１枚とか、捨てるよう
にしている。そうすると心が軽くなって豊か
になる」と言ったことをお話されていまし
た。
　数年前、飛行機に乗ったとき、座席の前に
ある雑誌の紀行文に、荒れ野を車で走ってい
ると羊を連れた少年が歩いているのが車窓か
ら見えた。その少年は、肩に掛けた棒に鍋、
釜をぶら下げて、１日の衣食に足るような袋
を持って歩いていた。振り返ってみると、少
年はキラキラと澄んだ目をして、本当に幸せ
そうだった。その光景をクーラーのきいた車
の中から眺めて、日本に帰ると、物欲にまみ
れ、あらゆる物に囲まれた生活に戻っていく
んだろう。もし、それが幸せだとすれば、あ
の羊飼いの少年の澄んだ目と幸せそうな笑顔
は一体どこからやってくるんだろう。という
ようなことが書かれていたのを思い出しまし
た。
　本当に大切な物というのは、なかなか目に

は見えないものです。多くの物を持たずに豊
かに生きるということには憧れるし、そんな
生き方をしてみたいと思いますが、如何せん
自分は欲を捨てきれず、あらゆる欲にまみれ
て物に溢れた生活をしています。ただ、本当
に大切な物は目に見えない。多くの物を持た
ずに豊かに生きたい。と考えたりする今の自
分は、爪の垢ぐらいは進歩したかなと、無理
矢理納得しているのが現状です。そして、本
当の幸せというものをもう１回考えてみたい
なと思います。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇親睦委員会より
　本日、18時半からガバナー事務所の慰労会
を穂寿美にて行います。会費は7,000円に変
更です。大勢の出席をお願いします。
◇記念事業委員会より
　９月30日、50周年の記念事業として「みん
なで育むコンサート　育ちゆく人たちへ」と
題して、子どもさんを連れたご家族を対象に
したコンサートを開催します。600名が参加
し、午前・午後に分かれて行われます。当日
参加もできますので、よろしくお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
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23,880円
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100円

3,846円
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23,980円

392,406円

チビニコ 合　計

９月26日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇天野禎久会員退会挨拶
　10月１日付けで、神奈
川県の厚木支社への異動
の辞令を受けました。高
知には２年半、東ロータ
リーには２年、皆さまに
は大変お世話になりまし

た。親睦委員長という大役を仰せつかってい
ながら、全うできず無念だけど副委員長の山
本さんに引き継ごうと思っていたら、今日、
山本さんも異動だと聞きびっくりしました。
　５、６年は高知にいるつもりで、この４月
に家族も呼んだのですが半年で転校となりま
した。ただ、家族共々鮎の会や野外レクレー
ション等々に参加をし、本当に楽しく過ごし
ました。皆さまにはいろいろ教えていただき、
優しく接していただき、本当に感謝していま
す。また、どこかでお会いできると思います。
　それまで皆さま、くれぐれもお身体には気
を付けて、お元気でお過ごしいただきたいと
思います。２年間、本当にありがとうござい
ました。

◇山本庸平会員退会挨拶
　私も10月１日付けで池
袋支店に転勤になりまし
た。ロータリーに入会さ
せていただいて１年、高
知支店に着任して２年。
ロータリーもようやく心

から楽しく、皆さんの名前を顔が一致してお
話もできるようになり、これから、親睦委員
会の副委員長として重責を担っていきたいと
思っていたところで心苦しいのですが、池袋
支店でも継続してロータリーに入りたいと
思っています。
　１年間、皆さまには本当によくしていただ
きました。高知を離れるのは、とても寂しい
思いです。本当にありがとうございました。
◇会　長　報　告
・11月３日に開催される南ＲＣ創立60周年記

念式典と祝賀会への参加が、当クラブは非
常に少ないとのことですので、登録をよろ
しくお願いします。

◇幹　事　報　告
・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。
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くとワインを積み重ねて、試飲する部屋があ
る。ろうそくの灯った薄暗い中で、ワインを
味わった。トカイワインは貴腐ワインが有名
で、腐って木から落ちたブドウを集めて造ら
れたワインで、甘くてハチミツの味がすると
言われる。
　２日間、ハンガリーを回ったが、欧州の丘
から眺めた雄大なドナウ川、歴史ある教会な
ど印象に残った。
　ルーマニアはハンガリーの東部にあり、北
はウクライナ、西南はセルビア、南はブルガ
リア、そして東はモルドアと黒海に囲まれた
国です。北部は雪が積もるほど山が高く、昔
ながらの生活が続けられている。馬車がガタ
ガタと通るのを見かけることもあります。
　ムラムレシュ地方に、世界遺産に登録され
ている木造教会があります。シュルデシティ
村の教会は高さ72ｍの尖塔を持っています。
山を下っていくとトランシルヴァニア地方に
入り、ドイツ人の移民が多いところで、彼ら
の文化遺産が残っています。ブラショフの街
はドイツ人がつくった街で、上がっていくと
街の中央に高さ65ｍの黒の教会がそびえ、広

場にはレストランや土産物店が並び、観光客
が訪れています。
　ブラン城は、ブラショフの南西にあり、小
高い山の上に建つ典型的な中世の城砦で、ド
イツ商人が建築した。ドラキュラのモデルと
言われるヴラド３世が祖父、父に続いてここ
を長く居城としていた。ヴラド３世は、映画
で描く吸血鬼ではなく、オスマントルコと
戦った英雄です。
　要塞教会はドイツ人がつくったもので、教
会や見張り台の役割を果たし、周囲に頑丈な
擁壁が築かれた。ビエンタンは、３重の擁壁
に囲まれ最も堅固だと言われた。ここも世界
遺産に入っています。
　シナイアは、標高800ｍの景勝地にあり、
ルーマニア国王、王侯貴族の別荘地として知
られていた。ペレシュ城は1875年、カロル一
世が建築した宮殿で、ルーマニアでは最も壮
麗な城と言われている。
　山を下ると、南は起伏のある平原地帯が広
がります。ウシ、ヒツジ、ウマが放牧され、
のどかな眺めです。古都ブカレストはこの平
原地帯にあります。ブカレストは森に囲まれ

ございました。記念事業まではあと４日、式
典までは12日です。来週の例会での卓話の時
間は、実行委員会全体会を開催します。どう
ぞよろしくお願いします。
 ● 福岡満喜子　イライライラ！カープのリー
グ優勝があと１歩で決まらない。加えて、ひ
いきの選手が今期限りで引退で残念です。
 ● 北村　裕　９月19日、私の63歳の誕生日に
21名の参加を得て、はりまや町の酔鯨亭で
「東酔会」を開催しました。当日は、西山
チャーターメンバーの興味深いお話から始ま
り、ビールと焼酎と日本酒が飛び交う、大変
盛り上がった「東酔会」となりました。西山
先輩、ありがとうございました。そして参加
者の皆さん、お疲れ様でした。当日の残金を
ニコニコへ。
 ● 鬼田知明　天野さん、山本さん、新天地で
もがんばってください。お世話になりました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

「ハンガリー・
　　　　　ルーマニアの旅」

◇会員スピーチ 関　淑公 会員

　６月26日、成田空港から全日空便で出発。
夜９時半ごろハンガリーの首都、ブタペスト
に入った。街中にはドナウ川が流れており、
川のこちら側がブタ地区、向こう側がペスト
地区。ホテルはブタ地区の山側にあるヒルト
ンブタペスト。街を見下ろす眺めの良いホテ
ルであった。周りにはハンガリー王家縁の教
会が固まっている。
　マーチャース教会は13世紀に建てられた古
い教会だったが、17世紀にオーストリーのハ
プスブルグ家がハンガリーを支配することに
なり、マーチャース国王が、今のように高い

尖塔を持つカトリック教会に建て替えた。19
世紀後半、ハプスブルグ王家のヨゼフ国王と
皇妃エリザベートがハンガリー国王・王妃に
なるべく、この教会で２度目の戴冠式を行っ
た。そのとき、フランツ・リストが戴冠ミサ
曲を作曲、演奏した。奥の戴冠式の行われた
神殿には、エリザベート皇妃の写真が展示さ
れている。エリザベート皇妃はハンガリーに
長く暮らし、国民から敬愛された。
　ハンガリーの北東に流れるティサ川流域に
は、ワイン畑が広がっている。その中の店に
入ると、地下へ続く石灰質の洞窟を下りてい

たところで、菩提樹やマロニエの並木道を進
んで凱旋門の横を通り、革命広場へ。
　ルーマニアは、カロル一世がルーマニア王
国として独立。第二次世界大戦後、ソ連軍が
侵入し共産主義政権を立て、チャウシェスク
が大統領に就任。最初は評判が良かったので
すが、次第に暴政を行うようになって1989
年、地方から始まった暴動がブカレストまで
広がり、広場で激しい戦闘が行われた。そし
て、チャウシェスク夫妻は処刑された。広場
の奥には1,000人余りの犠牲者を悼む碑があ
る。
　正面に立つ白い建物が共産党本部で、周り
には音楽ホール、共和国宮殿がある。国民の
館はチャウシェスクが、日本円にして1,500
億円を投じて造らせた巨大な宮殿で、部屋数
は3,107室、天井には純金が装飾され、150ｍ
の回廊、大理石の柱、1,000人も入るホール
など贅の限りを尽くして建築された。そのた
め、国民は饑餓を強いられた。テラスに出る
と、今は花で一杯の庭が広がり、大通りには
郵便局、裁判所などが建ち並び、大変眺めの

良いところです。チャウシェスク大統領は、
このテラスから大勢の国民に向かって演説す
るつもりだったそうです。ルーマニアはその
後、民主化が進み、今ではＥＵのメンバーに
入っている。
　昼食は、1879年からの老舗、カルクベレで
食事をした。王朝時代からの古いレストラン
で４名の女性が弦楽器を演奏していた。外は
野外カフェが並び、お客さんたちは温かい日
差しを浴びてのんびりと食事をしていた。通
りには土産物店やレストランが並び、若い女
性がお客さんの呼び寄せをしていた。近くに
は、王政時代の教会、修道院がある。以前、
ブカレストはヨーロッパの小パリと呼ばれて
いたが、昔の反映を取り戻しつつあるよう
だ。
　翌朝ブカレストからドイツ経由で、７月２
日夜、帰国した。10日間の旅であった。ガイ
ドの方は、東京の学芸大学で学ばれたルーマ
ニア美人。バスの運転手さんは、９歳の息子
さんがおられるそうです。私も９歳の孫がい
ると話しました。

ドナウ川 マーチャーシュ教会

ヴラド３世木造教会エリザベート皇妃

要塞教会

国民の館

カルク・ペレ国民の館革命広場

フラショフ

トカイのワイン畑

カルク・ペレ ペレシュ城

ブカレストの街ブカレストの街

ガバナー事務所の慰労会
2018年９月26日㈬　於：穂寿美



◇出席率報告

 ● 天野禎久　２年間、大変お世話になりまし
た。親睦委員長を全うできなかったのが心残
りです。またどこかで皆さまにお会いできる
ことを楽しみにしております。くれぐれもお
身体に気を付けて。
 ● 山本庸平　短い間でしたが、本当にありが
とうございました。高知で学んだことを東京
で生かせるように頑張ります。
 ● 寺尾正生　天野さん、山本さんの新天地で
のご活躍をお祈りします。　
 ● 松本隆之　寂しい限りですが、天野さん、
山本さん、新天地でのご活躍を心より祈念申
し上げます。
 ● 寺村　勉　ＳＡＡさん、今日は50周年委員
会バージョンでのテーブルプランありがとう
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本日　10月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　高知東ＲＣ50周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　全　体　会　議

次週　10月８日㈪ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　50　周　年　記　念　夜　間　例　会

第2394回　例会報告／平成30年９月26日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先日、俳優の樹木希林さ
んが亡くなられました。
生前、ある雑誌のインタ
ビューで、「最近、１日
に１捨、一つの物を捨て

ることを心がけている。使わなくなったお皿
１枚、着なくなった服１枚とか、捨てるよう
にしている。そうすると心が軽くなって豊か
になる」と言ったことをお話されていまし
た。
　数年前、飛行機に乗ったとき、座席の前に
ある雑誌の紀行文に、荒れ野を車で走ってい
ると羊を連れた少年が歩いているのが車窓か
ら見えた。その少年は、肩に掛けた棒に鍋、
釜をぶら下げて、１日の衣食に足るような袋
を持って歩いていた。振り返ってみると、少
年はキラキラと澄んだ目をして、本当に幸せ
そうだった。その光景をクーラーのきいた車
の中から眺めて、日本に帰ると、物欲にまみ
れ、あらゆる物に囲まれた生活に戻っていく
んだろう。もし、それが幸せだとすれば、あ
の羊飼いの少年の澄んだ目と幸せそうな笑顔
は一体どこからやってくるんだろう。という
ようなことが書かれていたのを思い出しまし
た。
　本当に大切な物というのは、なかなか目に

は見えないものです。多くの物を持たずに豊
かに生きるということには憧れるし、そんな
生き方をしてみたいと思いますが、如何せん
自分は欲を捨てきれず、あらゆる欲にまみれ
て物に溢れた生活をしています。ただ、本当
に大切な物は目に見えない。多くの物を持た
ずに豊かに生きたい。と考えたりする今の自
分は、爪の垢ぐらいは進歩したかなと、無理
矢理納得しているのが現状です。そして、本
当の幸せというものをもう１回考えてみたい
なと思います。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇親睦委員会より
　本日、18時半からガバナー事務所の慰労会
を穂寿美にて行います。会費は7,000円に変
更です。大勢の出席をお願いします。
◇記念事業委員会より
　９月30日、50周年の記念事業として「みん
なで育むコンサート　育ちゆく人たちへ」と
題して、子どもさんを連れたご家族を対象に
したコンサートを開催します。600名が参加
し、午前・午後に分かれて行われます。当日
参加もできますので、よろしくお願いします。
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チビニコ 合　計

９月26日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇天野禎久会員退会挨拶
　10月１日付けで、神奈
川県の厚木支社への異動
の辞令を受けました。高
知には２年半、東ロータ
リーには２年、皆さまに
は大変お世話になりまし

た。親睦委員長という大役を仰せつかってい
ながら、全うできず無念だけど副委員長の山
本さんに引き継ごうと思っていたら、今日、
山本さんも異動だと聞きびっくりしました。
　５、６年は高知にいるつもりで、この４月
に家族も呼んだのですが半年で転校となりま
した。ただ、家族共々鮎の会や野外レクレー
ション等々に参加をし、本当に楽しく過ごし
ました。皆さまにはいろいろ教えていただき、
優しく接していただき、本当に感謝していま
す。また、どこかでお会いできると思います。
　それまで皆さま、くれぐれもお身体には気
を付けて、お元気でお過ごしいただきたいと
思います。２年間、本当にありがとうござい
ました。

◇山本庸平会員退会挨拶
　私も10月１日付けで池
袋支店に転勤になりまし
た。ロータリーに入会さ
せていただいて１年、高
知支店に着任して２年。
ロータリーもようやく心

から楽しく、皆さんの名前を顔が一致してお
話もできるようになり、これから、親睦委員
会の副委員長として重責を担っていきたいと
思っていたところで心苦しいのですが、池袋
支店でも継続してロータリーに入りたいと
思っています。
　１年間、皆さまには本当によくしていただ
きました。高知を離れるのは、とても寂しい
思いです。本当にありがとうございました。
◇会　長　報　告
・11月３日に開催される南ＲＣ創立60周年記

念式典と祝賀会への参加が、当クラブは非
常に少ないとのことですので、登録をよろ
しくお願いします。

◇幹　事　報　告
・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。
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くとワインを積み重ねて、試飲する部屋があ
る。ろうそくの灯った薄暗い中で、ワインを
味わった。トカイワインは貴腐ワインが有名
で、腐って木から落ちたブドウを集めて造ら
れたワインで、甘くてハチミツの味がすると
言われる。
　２日間、ハンガリーを回ったが、欧州の丘
から眺めた雄大なドナウ川、歴史ある教会な
ど印象に残った。
　ルーマニアはハンガリーの東部にあり、北
はウクライナ、西南はセルビア、南はブルガ
リア、そして東はモルドアと黒海に囲まれた
国です。北部は雪が積もるほど山が高く、昔
ながらの生活が続けられている。馬車がガタ
ガタと通るのを見かけることもあります。
　ムラムレシュ地方に、世界遺産に登録され
ている木造教会があります。シュルデシティ
村の教会は高さ72ｍの尖塔を持っています。
山を下っていくとトランシルヴァニア地方に
入り、ドイツ人の移民が多いところで、彼ら
の文化遺産が残っています。ブラショフの街
はドイツ人がつくった街で、上がっていくと
街の中央に高さ65ｍの黒の教会がそびえ、広

場にはレストランや土産物店が並び、観光客
が訪れています。
　ブラン城は、ブラショフの南西にあり、小
高い山の上に建つ典型的な中世の城砦で、ド
イツ商人が建築した。ドラキュラのモデルと
言われるヴラド３世が祖父、父に続いてここ
を長く居城としていた。ヴラド３世は、映画
で描く吸血鬼ではなく、オスマントルコと
戦った英雄です。
　要塞教会はドイツ人がつくったもので、教
会や見張り台の役割を果たし、周囲に頑丈な
擁壁が築かれた。ビエンタンは、３重の擁壁
に囲まれ最も堅固だと言われた。ここも世界
遺産に入っています。
　シナイアは、標高800ｍの景勝地にあり、
ルーマニア国王、王侯貴族の別荘地として知
られていた。ペレシュ城は1875年、カロル一
世が建築した宮殿で、ルーマニアでは最も壮
麗な城と言われている。
　山を下ると、南は起伏のある平原地帯が広
がります。ウシ、ヒツジ、ウマが放牧され、
のどかな眺めです。古都ブカレストはこの平
原地帯にあります。ブカレストは森に囲まれ

ございました。記念事業まではあと４日、式
典までは12日です。来週の例会での卓話の時
間は、実行委員会全体会を開催します。どう
ぞよろしくお願いします。
 ● 福岡満喜子　イライライラ！カープのリー
グ優勝があと１歩で決まらない。加えて、ひ
いきの選手が今期限りで引退で残念です。
 ● 北村　裕　９月19日、私の63歳の誕生日に
21名の参加を得て、はりまや町の酔鯨亭で
「東酔会」を開催しました。当日は、西山
チャーターメンバーの興味深いお話から始ま
り、ビールと焼酎と日本酒が飛び交う、大変
盛り上がった「東酔会」となりました。西山
先輩、ありがとうございました。そして参加
者の皆さん、お疲れ様でした。当日の残金を
ニコニコへ。
 ● 鬼田知明　天野さん、山本さん、新天地で
もがんばってください。お世話になりました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

「ハンガリー・
　　　　　ルーマニアの旅」

◇会員スピーチ 関　淑公 会員

　６月26日、成田空港から全日空便で出発。
夜９時半ごろハンガリーの首都、ブタペスト
に入った。街中にはドナウ川が流れており、
川のこちら側がブタ地区、向こう側がペスト
地区。ホテルはブタ地区の山側にあるヒルト
ンブタペスト。街を見下ろす眺めの良いホテ
ルであった。周りにはハンガリー王家縁の教
会が固まっている。
　マーチャース教会は13世紀に建てられた古
い教会だったが、17世紀にオーストリーのハ
プスブルグ家がハンガリーを支配することに
なり、マーチャース国王が、今のように高い

尖塔を持つカトリック教会に建て替えた。19
世紀後半、ハプスブルグ王家のヨゼフ国王と
皇妃エリザベートがハンガリー国王・王妃に
なるべく、この教会で２度目の戴冠式を行っ
た。そのとき、フランツ・リストが戴冠ミサ
曲を作曲、演奏した。奥の戴冠式の行われた
神殿には、エリザベート皇妃の写真が展示さ
れている。エリザベート皇妃はハンガリーに
長く暮らし、国民から敬愛された。
　ハンガリーの北東に流れるティサ川流域に
は、ワイン畑が広がっている。その中の店に
入ると、地下へ続く石灰質の洞窟を下りてい

たところで、菩提樹やマロニエの並木道を進
んで凱旋門の横を通り、革命広場へ。
　ルーマニアは、カロル一世がルーマニア王
国として独立。第二次世界大戦後、ソ連軍が
侵入し共産主義政権を立て、チャウシェスク
が大統領に就任。最初は評判が良かったので
すが、次第に暴政を行うようになって1989
年、地方から始まった暴動がブカレストまで
広がり、広場で激しい戦闘が行われた。そし
て、チャウシェスク夫妻は処刑された。広場
の奥には1,000人余りの犠牲者を悼む碑があ
る。
　正面に立つ白い建物が共産党本部で、周り
には音楽ホール、共和国宮殿がある。国民の
館はチャウシェスクが、日本円にして1,500
億円を投じて造らせた巨大な宮殿で、部屋数
は3,107室、天井には純金が装飾され、150ｍ
の回廊、大理石の柱、1,000人も入るホール
など贅の限りを尽くして建築された。そのた
め、国民は饑餓を強いられた。テラスに出る
と、今は花で一杯の庭が広がり、大通りには
郵便局、裁判所などが建ち並び、大変眺めの

良いところです。チャウシェスク大統領は、
このテラスから大勢の国民に向かって演説す
るつもりだったそうです。ルーマニアはその
後、民主化が進み、今ではＥＵのメンバーに
入っている。
　昼食は、1879年からの老舗、カルクベレで
食事をした。王朝時代からの古いレストラン
で４名の女性が弦楽器を演奏していた。外は
野外カフェが並び、お客さんたちは温かい日
差しを浴びてのんびりと食事をしていた。通
りには土産物店やレストランが並び、若い女
性がお客さんの呼び寄せをしていた。近くに
は、王政時代の教会、修道院がある。以前、
ブカレストはヨーロッパの小パリと呼ばれて
いたが、昔の反映を取り戻しつつあるよう
だ。
　翌朝ブカレストからドイツ経由で、７月２
日夜、帰国した。10日間の旅であった。ガイ
ドの方は、東京の学芸大学で学ばれたルーマ
ニア美人。バスの運転手さんは、９歳の息子
さんがおられるそうです。私も９歳の孫がい
ると話しました。

ドナウ川 マーチャーシュ教会

ヴラド３世木造教会エリザベート皇妃

要塞教会

国民の館

カルク・ペレ国民の館革命広場

フラショフ

トカイのワイン畑

カルク・ペレ ペレシュ城

ブカレストの街ブカレストの街

ガバナー事務所の慰労会
2018年９月26日㈬　於：穂寿美



◇出席率報告

 ● 天野禎久　２年間、大変お世話になりまし
た。親睦委員長を全うできなかったのが心残
りです。またどこかで皆さまにお会いできる
ことを楽しみにしております。くれぐれもお
身体に気を付けて。
 ● 山本庸平　短い間でしたが、本当にありが
とうございました。高知で学んだことを東京
で生かせるように頑張ります。
 ● 寺尾正生　天野さん、山本さんの新天地で
のご活躍をお祈りします。　
 ● 松本隆之　寂しい限りですが、天野さん、
山本さん、新天地でのご活躍を心より祈念申
し上げます。
 ● 寺村　勉　ＳＡＡさん、今日は50周年委員
会バージョンでのテーブルプランありがとう
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本日　10月３日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　高知東ＲＣ50周年記念事業実行委員会
　　　　　　　　全　体　会　議

次週　10月８日㈪ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　50　周　年　記　念　夜　間　例　会

第2394回　例会報告／平成30年９月26日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
先日、俳優の樹木希林さ
んが亡くなられました。
生前、ある雑誌のインタ
ビューで、「最近、１日
に１捨、一つの物を捨て

ることを心がけている。使わなくなったお皿
１枚、着なくなった服１枚とか、捨てるよう
にしている。そうすると心が軽くなって豊か
になる」と言ったことをお話されていまし
た。
　数年前、飛行機に乗ったとき、座席の前に
ある雑誌の紀行文に、荒れ野を車で走ってい
ると羊を連れた少年が歩いているのが車窓か
ら見えた。その少年は、肩に掛けた棒に鍋、
釜をぶら下げて、１日の衣食に足るような袋
を持って歩いていた。振り返ってみると、少
年はキラキラと澄んだ目をして、本当に幸せ
そうだった。その光景をクーラーのきいた車
の中から眺めて、日本に帰ると、物欲にまみ
れ、あらゆる物に囲まれた生活に戻っていく
んだろう。もし、それが幸せだとすれば、あ
の羊飼いの少年の澄んだ目と幸せそうな笑顔
は一体どこからやってくるんだろう。という
ようなことが書かれていたのを思い出しまし
た。
　本当に大切な物というのは、なかなか目に

は見えないものです。多くの物を持たずに豊
かに生きるということには憧れるし、そんな
生き方をしてみたいと思いますが、如何せん
自分は欲を捨てきれず、あらゆる欲にまみれ
て物に溢れた生活をしています。ただ、本当
に大切な物は目に見えない。多くの物を持た
ずに豊かに生きたい。と考えたりする今の自
分は、爪の垢ぐらいは進歩したかなと、無理
矢理納得しているのが現状です。そして、本
当の幸せというものをもう１回考えてみたい
なと思います。
◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
◇親睦委員会より
　本日、18時半からガバナー事務所の慰労会
を穂寿美にて行います。会費は7,000円に変
更です。大勢の出席をお願いします。
◇記念事業委員会より
　９月30日、50周年の記念事業として「みん
なで育むコンサート　育ちゆく人たちへ」と
題して、子どもさんを連れたご家族を対象に
したコンサートを開催します。600名が参加
し、午前・午後に分かれて行われます。当日
参加もできますので、よろしくお願いします。
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　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
364,680円

23,880円

388,560円

3,746円

100円

3,846円

368,426円

23,980円

392,406円
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９月26日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇天野禎久会員退会挨拶
　10月１日付けで、神奈
川県の厚木支社への異動
の辞令を受けました。高
知には２年半、東ロータ
リーには２年、皆さまに
は大変お世話になりまし

た。親睦委員長という大役を仰せつかってい
ながら、全うできず無念だけど副委員長の山
本さんに引き継ごうと思っていたら、今日、
山本さんも異動だと聞きびっくりしました。
　５、６年は高知にいるつもりで、この４月
に家族も呼んだのですが半年で転校となりま
した。ただ、家族共々鮎の会や野外レクレー
ション等々に参加をし、本当に楽しく過ごし
ました。皆さまにはいろいろ教えていただき、
優しく接していただき、本当に感謝していま
す。また、どこかでお会いできると思います。
　それまで皆さま、くれぐれもお身体には気
を付けて、お元気でお過ごしいただきたいと
思います。２年間、本当にありがとうござい
ました。

◇山本庸平会員退会挨拶
　私も10月１日付けで池
袋支店に転勤になりまし
た。ロータリーに入会さ
せていただいて１年、高
知支店に着任して２年。
ロータリーもようやく心

から楽しく、皆さんの名前を顔が一致してお
話もできるようになり、これから、親睦委員
会の副委員長として重責を担っていきたいと
思っていたところで心苦しいのですが、池袋
支店でも継続してロータリーに入りたいと
思っています。
　１年間、皆さまには本当によくしていただ
きました。高知を離れるのは、とても寂しい
思いです。本当にありがとうございました。
◇会　長　報　告
・11月３日に開催される南ＲＣ創立60周年記

念式典と祝賀会への参加が、当クラブは非
常に少ないとのことですので、登録をよろ
しくお願いします。

◇幹　事　報　告
・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。
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くとワインを積み重ねて、試飲する部屋があ
る。ろうそくの灯った薄暗い中で、ワインを
味わった。トカイワインは貴腐ワインが有名
で、腐って木から落ちたブドウを集めて造ら
れたワインで、甘くてハチミツの味がすると
言われる。
　２日間、ハンガリーを回ったが、欧州の丘
から眺めた雄大なドナウ川、歴史ある教会な
ど印象に残った。
　ルーマニアはハンガリーの東部にあり、北
はウクライナ、西南はセルビア、南はブルガ
リア、そして東はモルドアと黒海に囲まれた
国です。北部は雪が積もるほど山が高く、昔
ながらの生活が続けられている。馬車がガタ
ガタと通るのを見かけることもあります。
　ムラムレシュ地方に、世界遺産に登録され
ている木造教会があります。シュルデシティ
村の教会は高さ72ｍの尖塔を持っています。
山を下っていくとトランシルヴァニア地方に
入り、ドイツ人の移民が多いところで、彼ら
の文化遺産が残っています。ブラショフの街
はドイツ人がつくった街で、上がっていくと
街の中央に高さ65ｍの黒の教会がそびえ、広

場にはレストランや土産物店が並び、観光客
が訪れています。
　ブラン城は、ブラショフの南西にあり、小
高い山の上に建つ典型的な中世の城砦で、ド
イツ商人が建築した。ドラキュラのモデルと
言われるヴラド３世が祖父、父に続いてここ
を長く居城としていた。ヴラド３世は、映画
で描く吸血鬼ではなく、オスマントルコと
戦った英雄です。
　要塞教会はドイツ人がつくったもので、教
会や見張り台の役割を果たし、周囲に頑丈な
擁壁が築かれた。ビエンタンは、３重の擁壁
に囲まれ最も堅固だと言われた。ここも世界
遺産に入っています。
　シナイアは、標高800ｍの景勝地にあり、
ルーマニア国王、王侯貴族の別荘地として知
られていた。ペレシュ城は1875年、カロル一
世が建築した宮殿で、ルーマニアでは最も壮
麗な城と言われている。
　山を下ると、南は起伏のある平原地帯が広
がります。ウシ、ヒツジ、ウマが放牧され、
のどかな眺めです。古都ブカレストはこの平
原地帯にあります。ブカレストは森に囲まれ

ございました。記念事業まではあと４日、式
典までは12日です。来週の例会での卓話の時
間は、実行委員会全体会を開催します。どう
ぞよろしくお願いします。
 ● 福岡満喜子　イライライラ！カープのリー
グ優勝があと１歩で決まらない。加えて、ひ
いきの選手が今期限りで引退で残念です。
 ● 北村　裕　９月19日、私の63歳の誕生日に
21名の参加を得て、はりまや町の酔鯨亭で
「東酔会」を開催しました。当日は、西山
チャーターメンバーの興味深いお話から始ま
り、ビールと焼酎と日本酒が飛び交う、大変
盛り上がった「東酔会」となりました。西山
先輩、ありがとうございました。そして参加
者の皆さん、お疲れ様でした。当日の残金を
ニコニコへ。
 ● 鬼田知明　天野さん、山本さん、新天地で
もがんばってください。お世話になりました。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

「ハンガリー・
　　　　　ルーマニアの旅」

◇会員スピーチ 関　淑公 会員

　６月26日、成田空港から全日空便で出発。
夜９時半ごろハンガリーの首都、ブタペスト
に入った。街中にはドナウ川が流れており、
川のこちら側がブタ地区、向こう側がペスト
地区。ホテルはブタ地区の山側にあるヒルト
ンブタペスト。街を見下ろす眺めの良いホテ
ルであった。周りにはハンガリー王家縁の教
会が固まっている。
　マーチャース教会は13世紀に建てられた古
い教会だったが、17世紀にオーストリーのハ
プスブルグ家がハンガリーを支配することに
なり、マーチャース国王が、今のように高い

尖塔を持つカトリック教会に建て替えた。19
世紀後半、ハプスブルグ王家のヨゼフ国王と
皇妃エリザベートがハンガリー国王・王妃に
なるべく、この教会で２度目の戴冠式を行っ
た。そのとき、フランツ・リストが戴冠ミサ
曲を作曲、演奏した。奥の戴冠式の行われた
神殿には、エリザベート皇妃の写真が展示さ
れている。エリザベート皇妃はハンガリーに
長く暮らし、国民から敬愛された。
　ハンガリーの北東に流れるティサ川流域に
は、ワイン畑が広がっている。その中の店に
入ると、地下へ続く石灰質の洞窟を下りてい

たところで、菩提樹やマロニエの並木道を進
んで凱旋門の横を通り、革命広場へ。
　ルーマニアは、カロル一世がルーマニア王
国として独立。第二次世界大戦後、ソ連軍が
侵入し共産主義政権を立て、チャウシェスク
が大統領に就任。最初は評判が良かったので
すが、次第に暴政を行うようになって1989
年、地方から始まった暴動がブカレストまで
広がり、広場で激しい戦闘が行われた。そし
て、チャウシェスク夫妻は処刑された。広場
の奥には1,000人余りの犠牲者を悼む碑があ
る。
　正面に立つ白い建物が共産党本部で、周り
には音楽ホール、共和国宮殿がある。国民の
館はチャウシェスクが、日本円にして1,500
億円を投じて造らせた巨大な宮殿で、部屋数
は3,107室、天井には純金が装飾され、150ｍ
の回廊、大理石の柱、1,000人も入るホール
など贅の限りを尽くして建築された。そのた
め、国民は饑餓を強いられた。テラスに出る
と、今は花で一杯の庭が広がり、大通りには
郵便局、裁判所などが建ち並び、大変眺めの

良いところです。チャウシェスク大統領は、
このテラスから大勢の国民に向かって演説す
るつもりだったそうです。ルーマニアはその
後、民主化が進み、今ではＥＵのメンバーに
入っている。
　昼食は、1879年からの老舗、カルクベレで
食事をした。王朝時代からの古いレストラン
で４名の女性が弦楽器を演奏していた。外は
野外カフェが並び、お客さんたちは温かい日
差しを浴びてのんびりと食事をしていた。通
りには土産物店やレストランが並び、若い女
性がお客さんの呼び寄せをしていた。近くに
は、王政時代の教会、修道院がある。以前、
ブカレストはヨーロッパの小パリと呼ばれて
いたが、昔の反映を取り戻しつつあるよう
だ。
　翌朝ブカレストからドイツ経由で、７月２
日夜、帰国した。10日間の旅であった。ガイ
ドの方は、東京の学芸大学で学ばれたルーマ
ニア美人。バスの運転手さんは、９歳の息子
さんがおられるそうです。私も９歳の孫がい
ると話しました。

ドナウ川 マーチャーシュ教会

ヴラド３世木造教会エリザベート皇妃

要塞教会

国民の館

カルク・ペレ国民の館革命広場

フラショフ

トカイのワイン畑

カルク・ペレ ペレシュ城

ブカレストの街ブカレストの街

ガバナー事務所の慰労会
2018年９月26日㈬　於：穂寿美


