
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

  

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                                        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

【【【【ソングソングソングソング】】】】                                                        鈴木憲治委員鈴木憲治委員鈴木憲治委員鈴木憲治委員    

  

【【【【ゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジター】】】】           山下会長山下会長山下会長山下会長    

○白井 勇様（川崎ＲＣ） 

 ミアンさん（米山奨学） 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                            山下会長山下会長山下会長山下会長    

1.平成23年麻生区賀詞交歓会の開催のご案内が届いていま

す。平成23年1月6日(木)午後3時 新百合21ビルにて 

2. 第29回あさお区民まつりの報告が届いています。 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                                    梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆新川崎R.C 

  平成22年12月22日（水）Xmas家族会 

       点鐘：17時30分 

   平成22年12月29日（水）休会 

   平成23年 1月  5日（水）休会 

   平成23年 1月12日（水）新年初例会 

（通常通り夜間例会 

   平成23年  2月  9日（水）職場訪問例会（ANA機体見学） 

   平成23年  2月16日（水）➔19日（土）移動例会 

         第1.2.3グル―プ合同IM参加 

 

◆川崎稲生R.C 

  平成22年12月24日（金）➔移動例会 

年末家族会 開催 

       点鐘：17時30分 

   平成22年12月31日（金）休会 

   平成23年 1月  7日（金）新年お祝 通常例会 

 

 

 

第 899 回例会  12 月 22 日(水)  クリスマス家族会 点鐘：18 時 

第 900 回例会   1 月 7 日(金)  理事役員会⑦ 新年移動例会 点鐘：18 時 場所：とんかつ三太 

 

2222．．．．会報会報会報会報    

  ・川崎ＲＣ      第2926回〜第2933回 

  ・新川崎中ＲＣ    第 783回〜第 785回 

 

 

 

 

 
 

山下会長山下会長山下会長山下会長よりよりよりより米山奨学米山奨学米山奨学米山奨学ミアンさんへミアンさんへミアンさんへミアンさんへ奨学金授与奨学金授与奨学金授与奨学金授与    

 

第 898 回 例会記録 平成 22 年 12 月 10 日（金） S.A.A 安藤 則雄 



【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                            長瀬委員長長瀬委員長長瀬委員長長瀬委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 898 回 22 16 6 - 72.73％ 

第 897 回 22 19 3 1 90.91％ 

第 896 回 22 19 3 1 90.91％ 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                    平澤兼一郎委員長平澤兼一郎委員長平澤兼一郎委員長平澤兼一郎委員長    

  第 898回（件数）   合 計 

ニコニコ    16 件       ￥17,000 

●お客様 

◇白井 勇様（川崎ＲＣ）「いつもお世話になります 

       宜しくお願いします」 

●当クラブ 

◇山下会長「昨日のゴルフコンペお疲れ様でした」 

◇梅澤幹事「クリスマス会よろしく」 

� 安藤優会員「ゴルフ会の皆様お疲れ様でした」 

� 碓井会員「準優勝しましたハンデです」 

� 親松会員「昨日は大変疲れました」 

� 梶会員「昨日ゴルフ大会ハンデで優勝でした」 

� 志村会員「クリスマスプレゼント本日受付で宜し

く」 

� 鈴木憲治会員「昨日クラブコンペお疲れでした」 

� 長瀬会員昨日「ほんとにつかれました」 

� 山崎会員「先日はありがとうございました」  

� 安藤則雄会員、河島会員、鈴木慎一会員、鈴木豊成

会員、平澤会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学】】】】                                                鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長    

  第 898回（件数）   合 計 

米山奨学      1 件      ￥10,000 

 ◇碓井会員 

  「昨日ゴルフで準優勝させていただいたので、米山奨

学へ寄付出来るようになりました」 

 

【【【【親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会】】】】                                                        志村委員長志村委員長志村委員長志村委員長    

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス家族会家族会家族会家族会プログラムプログラムプログラムプログラム報告報告報告報告    

            SAA 安藤則雄委員長 

 点鐘 ： 18 時 00 分       山下会長 

 ロータリーソング 我らの生業 

 ビジター紹介・会長報告・幹事報告・出席報告・ニコニコ 

 点鐘 

 18181818 時時時時 15151515 分分分分〜〜〜〜クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス家族会家族会家族会家族会    司会尾作均親睦委員司会尾作均親睦委員司会尾作均親睦委員司会尾作均親睦委員    

    開会開会開会開会のののの言葉言葉言葉言葉                                            志村親睦委員長志村親睦委員長志村親睦委員長志村親睦委員長    

    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                            山下会長山下会長山下会長山下会長    

    来賓紹介来賓紹介来賓紹介来賓紹介（（（（来賓来賓来賓来賓・・・・家族家族家族家族・・・・友人友人友人友人・・・・知人知人知人知人））））    

    来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶                    鈴木第鈴木第鈴木第鈴木第 3333 グループガバナーグループガバナーグループガバナーグループガバナー補佐補佐補佐補佐    

    18181818 時時時時 40404040 分分分分                    出演者紹介出演者紹介出演者紹介出演者紹介    尾作均親睦委員尾作均親睦委員尾作均親睦委員尾作均親睦委員    

    ＜＜＜＜落語落語落語落語    花見亭花見亭花見亭花見亭    一平一平一平一平＞＞＞＞    

    18181818 時時時時 55555555 分分分分    乾杯乾杯乾杯乾杯                            山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長エレクトエレクトエレクトエレクト    

        トリスタントリスタントリスタントリスタン君君君君のギターのギターのギターのギター演奏演奏演奏演奏    

        ナッシュビル・フェローズナッシュビル・フェローズナッシュビル・フェローズナッシュビル・フェローズ演奏演奏演奏演奏    

    20202020 時時時時 30303030 分分分分        くじくじくじくじ引引引引きタイムきタイムきタイムきタイム    

    20202020 時時時時 50505050 分分分分        手手手手にににに手手手手つないでつないでつないでつないで    

    閉会閉会閉会閉会のののの言葉言葉言葉言葉                                                        梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

    

 

【【【【会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話】】】】                                                                長瀬会員長瀬会員長瀬会員長瀬会員                                        

 ◇長文の為別紙に掲載しました。  

    

●●●●長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之のののの旅行見聞録旅行見聞録旅行見聞録旅行見聞録をををを嬉嬉嬉嬉しそうにしそうにしそうにしそうに語語語語るるるる長瀬会員長瀬会員長瀬会員長瀬会員    

   

 
                     

     

 

 

 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                                梶会員梶会員梶会員梶会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                    文責文責文責文責    鈴木鈴木鈴木鈴木    豊成豊成豊成豊成    

 

 

 

  



長瀬敏之の旅行見聞録 

 昨年のドイツ古城巡りの旅に続き、今年はアドリア海に面した世界遺産の旅に参加

し今までと違った旅行ができました。 

 

10 月 20 日 エールフランス A380 2 階建てジェットに初めて搭乗した。外からの

巨体に対してエコノミークラスは狭く、TV は目に近く、12 時間 30 分は疲れました。 

 今回の旅はパリでトランジット、50 人乗り位のジェットでスロベニアのリュブリア

―ナ(首都)そしてバスでスロベニア・クロアチア・ボスニア・ヘルツェゴビナの 3 ヶ

国の世界遺産、見学の旅。大体の場所はイタリアとアドリア海を挟んだ東に位置し、

緯度が北海道くらいだが、ミカン・オリーブが取れる温暖なところ。 

最初に訪れたところは、スロベニアのブレット湖と湖の中島にある聖マリア教会と

その素晴らしい景観を見渡せる崖の上にあるブレット城、お城からは西に景観も素晴

らしい雪の積もった山々(アルプス)が飛び込んできました。湖畔には旧ユーゴスラビ

アの初代大統領のチト―さんの白い別荘・現在はホテルとなっています。バスの通り

道沿いにあるというので見ていたら、ホテルのアプローチの入口に大きなロータリー

マークが付いていました。 

次に行ったところはボストイナ、ここはヨーロッパ最大の鍾乳洞で迫力満点のトロ

ッコで鍾乳洞の中をかなりのスピードで突き進んで行きます。(インディージョーン

ズになった気分)終点より先は徒歩により見学、ここは古くから知られており、鍾乳

洞の奥にドイツ軍がロシアの捕虜たちに造らせたロシア橋などがあり、また長い年月

をかけて、調査整備観光化したものであるとのことです。 

続いて向うのはクロアチアのプリトヴィツェ、夕方には着くはづだったのですが、

スロベニアの国境検問所でトラブル発生。バスはクロアチアの旅行会社で運転手もク

ロアチア人で、検問所でいわく、クロアチア人の運転手の入国した記録がないという

ことで約 4 時間バスに閉じ込められてしまったが、政府同士の話で通過ができたとの

こと、約 200m のところにクロアチア側の検問所は運転手が書類を見せてあっという

間の通過、これには後で触れますが昔の因縁があるようです。 

Am0:00 ホテル着、疲れました。7:45 集合出発、着きましたところはプリトヴィツ

ェ湖群国立公園、大小 16 の湖と無数の滝が連なる国立公園をトレッキング? 紅葉と

静かな湖面・素晴らしい景観です。ここを出発、3:30 後、古代要塞都市スプリット市

内、ディオクレティアヌス宮殿・ジュピター宮殿・大聖堂(階段登)のある世界遺産の

都市です。訪れているところはすべて世界遺産となっています。次はハプスブルク家

に支配されたことのある城壁で囲まれた街トロギ―ル、アダムとイブの像で有名。続

いてがボスニア・ヘルツェゴビナを一時通過クロアチアの飛び地、今回の目玉、ドゥ

ブロヴニク、アドリア海の真珠と呼ばれヴェネツィア共和国と覇権を争った海洋都市。



作家バーナード・ショウは「地上の楽園を求める者、ドゥブロヴニクに来たれ」と記

している強固な石の壁で囲まれた要塞都市ドゥブロヴニク。中世には貿易中継地とし

て栄え、統治していた人たちは元老院たちで、不正をしないように頭首は 1 年で交代

すること、民に公平ということで栄えた街で今も旧市街地に住みたい人たちが待って

いる街です。要塞の中にはお城はなく、教会は沢山あります。(RC の会長他委員長の

1 年任期と四つのテスト) 

近代にいたるまで攻撃を受けたことのない街が、1991 年のユーゴスラビアから分離

独立の際にこの街を見渡せる丘の上から、セルビア主体のユーゴスラビア軍より砲撃

を受け街の 60%が被害を受けたが現在ほぼ復旧している。(年賀状の夕日の写真を撮

った場所より攻撃) 

ここで夕食、後、保養地ツァウタット宿泊、ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタル

へ。途中、昔オランダ軍が湖沼を埋め立て干拓した広大で中の通路は水路になってい

るミカンオリーブ畑を見ながらコンテナハウスの国境検問所へ、数分の待ちで入国。

モスタルの町へ。建物の壁に無数の銃弾の痕。乳飲み子を抱え物乞いする女性。クロ

アチア人に爆破されたオスマン建築の石の橋、石を拾い集め復旧した橋が世界遺産と

なっている。現在、この橋からの飛び込みの大会が行われている。先般 NHKTV で放

映していました。 

ボスニア・ヘルツェゴビナの国、ユーゴスラビア共和国のとき 1984 年サラエボ冬

季オリンピックがあった国です。サラエボは現在ボスニア・ヘルツェゴビナの首都と

なっています。ユーゴスラビア共和国から分離独立した 7 カ国中経済的に一番劣って

おり、自国通貨はほとんど使われず、ユーロが使われている。ただ、ユーロ圏には経

済が貧弱なため加盟できない。ボスニア・ヘルツェゴビナ、この国の内戦ほど惨
むご

いも

のは無かったとのこと。この国の人種はボシュニャク人でイスラム教、クロアチア人

はローマ・カトリック、セルビア人は正教会である。そして次のようなことが起きた。 

1990 年に共産主義独裁が公式に放棄され、多党制が認められると、ボスニア・ヘル

ツェゴビナではそれぞれの民族を代表する政党が議会の大半を占めるようになった。

1991 年にスロベニア、クロアチア、マケドニア共和国が相次いでユーゴスラビアから

の独立を宣言し、クロアチアではクロアチア紛争が始まった。相次ぐ独立宣言や隣国

での民族間紛争の勃発によって、次第にボスニア・ヘルツェゴビナの各民族間には緊

張・不信が広がり、一部では武器を準備する動きも進んだ。2 つの民族ごとの分離主

義国家、および事実上ボシュニャク人主導となったボスニア・ヘルツェゴビナ中央政

府の 3者による争いは、それぞれの支配地域の拡大を試みる「陣取り合戦」の様相を

呈し、それぞれ自勢力から異民族を排除する目的で虐殺や見せしめ的な暴行による追

放を行う民族浄化が繰り広げられた。特にボシュニャク人の女性に対しては同一人種

が出生しないように暴行が行われた。1994 年にはアメリカ合衆国の主導でボスニア中



央政府とクロアチア人勢力との間で停戦が成立した。これによって両勢力はセルビア

人勢力に対して反転攻勢をはじめ、またNATOによる空爆などの軍事介入も行われた。

1995 年に国際連合の調停で和平協定デイトン合意に調印し、紛争は終結した。 

また、第二次世界大戦以前にクロアチア自治州の設定だけでは満足しないクロアチア

人勢力は、アンテ・パベリッチを中心として、クロアチアの独立を掲げる民族主義団

体ウスタシャを設立。1941 年反独クーデターによる親英政府打倒の為ユーゴスラビア

に侵攻したナチス・ドイツの支援を背景として、クロアチア、ダルマチア、スラヴォ

ニアとヴォイヴォディナ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナの一部に跨るクロアチア独立

国を成立させた。以降、セルビア人勢力のチェトニックとの間で凄惨な戦闘が繰り返

され。以降 1945 年に戦闘が終結するまでの 4年の間セルビア人が強制収容所などで

70 万人が虐殺されたとセルビアは主張している。一方でクロアチアはその数はおおげ

さだとしており、ほぼ同数のクロアチア人がセルビア人によって虐殺されたと主張し

ている。この論争は後のクロアチア紛争の火種となり、クロアチア紛争でも同じよう

な論争が繰り返されることになった。 

先日、TV で虐殺のあった旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で判事だった多谷千香子氏

のインタビュー番組で「悪の凡庸さ」(凡庸の悪)という言葉を引用していました。 

この言葉はユダヤ人虐殺を主導したとされるアイヒマンの裁判を傍聴したユダヤ

人哲学者ハンナ・アレントから出てきているようです。自分に戒
いまし

めればならない怖い

ことではないかと思います。 

虐殺を主導した被告人は、日常では冗談も言い、人の良い普通の人だったとか。 

多くの人は、明確な意志を持って虐殺に加わったわけではなく、ただ周りに流された

だけ。命令に従っただけで、自分は悪くないと言う。 

普段の生活では全く分からないが、言うがままに行動する人、自分を失わない人。本

当の危機に接すると、人の真価が現れる。 

言われるがままに行動した方が楽なのは想像できるが、指示した方も、まさかそこ

までやるとは思わなかった。みたいな事になってしまう。 

悪への通路は至る所に存在し、あってはならないことが普通に起きてしまうことの

恐ろしさがあると思います。     もとにもとにもとにもとに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。 



1991年にそれまで連邦を構成していたユーゴスラビア。ユーゴスラビアであった地域はセルビア、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア共和国、スロベニア、モンテネグロ、およ

びコソボの 7箇国がある。(コソボの独立承認は日本を含め 70 カ国) 

旅は続き、再度クロアチアに入国、聖ヤコブ聖堂があるシベニクへ、第二次大戦で連合軍の爆撃

で市街地の半分が焦土と化したが大戦後修復され中世の街並みが残っているザダルへ、最終日に

首都ザグレブへ、ザグレブでは夜のスパーマーケットのみで街の見学はなし、収穫はホテルの冷

蔵庫で遭った 50cc ミニボトルのウォッカブルーベリー酒(まだ味見はしていない)早朝 4:00 帰国

へ、帰国も同じジェットでパリ経由、クロアチアのバレー選手 2m はある選手がエコノミークラス

で足の処置をどうしたのか?機内を歩いたり、後部でサービスのカップラーメンを食べたりして過

ごしていました。 

今回、川崎市と姉妹都市になっていて、尾作議員も訪問したエリカへは行けなかった

ので、次には、エリカとイストラ半島へ いざ、  
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