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　今、日本の安全神話が崩壊しつつありま
す。とりわけ2000年以降犯罪件数が急激
に増加しており、逆に検挙件数は低下して
おります。平成14年の全刑法犯の認知件
数は、285万3739件、検挙件数は59万
2359件であります。この10年間で、認知
件数が年間100万件以上増加している一方、
検挙件数は年間20万件減少しています。この結果、検挙率は
80年代の60％から90年代には40％に低下し、2000年以降
は20％前後に急速に低下しています。
　主要国の検挙率を比較しますと、昨今の日本は検挙率が最
も低い犯罪大国アメリカと肩を並べる水準にまで落ち込んで
います。世界最高の検挙率を誇った80年代が夢のような状況
に陥っています。犯罪件数の増加で特に憂慮されるのは、凶悪
犯罪と来日外国人犯罪の激増であります。平成15年上半期の
殺人・強盗など重要犯罪の認知件数は、1万1304件。前年同期
比で16.6％増となっております。この10年間でほぼ倍増して
おり、特に2000年以降急増しております。来日外国人の犯罪
は平成15年上半期で総検挙件数1万8579件と前年同期比
20.5％増えております。なかでも中国人の犯罪が圧倒的に多く、
刑法犯検挙件数の実に41.5％を占めております。
　日本の安全神話がここまで崩壊した原因として、暴力団対
策法の施行が指摘されております。これにより国内の暴力団を
押さえ込む反面、日本のやくざよりもっと凶悪な海外マフィ
アを招いてしまった点があげられております。いずれにいたし
ましても、もう少し安全で年寄りや女性、子供が安心して外出
できる街に復活してほしいものであります。
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出席報告 佐藤一郎出席委員長

会員76名　出席61名  （出席計算人数57名）

出席率82.46％
9月16日は補填により
9月9日は補填により
9月2日は補填により

91.23％
100％

96.55％

ニコボックス 田口　豊ニコボックス委員長

臨時例会変更のお知らせ

（注）※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
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10/15（金）
11/3（水）※
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10/27（水）※
10/27（水）10/13（水）

10/18（月）
10/19（火）
10/19（火）

10/26（火）

10/14（木）
10/11（月）※
10/12（火）
17:30～18:30

11/2（火）
17:30～18:30

10/11（月）※ 10/18（月）

10/11（月）※
10/12（火）

（入江 理会場委員）
ストレッチング（倉澤 寛会場委員）

「日も風も星も」
日展評議員・光風会理事 金沢美大講師
　　　　　　　　　　　　　
名古屋名駅RC　　　　　   　　　　　　　　
　　　　（内田久利親睦活動副委員長紹介）

会長挨拶 大島浩嗣会長

10/25（月）※

10/26（火）
17:30～18:30

藤森兼明氏
清水順二君

敬老の日には、美味しいお菓子を有難うございました。また、
9月は誕生月でした。古希を迎えましたが、コキ使わないで
ください。
9月27日は妻・真由美の誕生日でした。胡蝶蘭をいただき、妻
が感激しておりました。有難うございました。
欠席が続きご無沙汰致しました。敬老の日には贈り物を有難
うございました。
敬老の日には美味しいお菓子を有難うございました。

9月17日から19日、札幌手稲RCを訪問してまいりました。大
変歓迎をうけました。来年5月の25周年のPRをして参りまし
た。また、2780地区大会へ守谷エレクト、岩本国際奉仕委員
長に出席していただきました。

・

・

・

・

・

越原　一郎君

船渡　昭人君

西　　初彦君

岩田　吉廣君　湯地　輝雄君　中川啓二朗君
江口　金満君　鈴木　圓三君

大島　浩嗣君

次週10月7日（木）は12時30分より「常滑観光ホテル」にて例会・
食事後、13時00分より「中部国際空港」で職場例会を行います。
次々週10月14日（木）は13時35分より「第3回クラブアッ
センブリー」、「第4回理事会」を開催いたします。
休会中の舘副会長は、八事日赤病院を退院され、現在自宅に
て療養中とのことです。

・

・

・

幹事報告 稲葉 徹幹事

Weekly
       Report



お久しぶりです、皆さんお元気ですか？私が

ピッツバーグに来て1ヶ月が経ちました。長い

ような短いような…、といった感じです。5時

半に起きて7時のバスに乗り、学校が終わると

家では宿題宿題宿題…の毎日を送っています。

チアは月・木で金曜日の夜には毎週フットボ

ールのチアをしています！学校生活にもだいぶ慣れてきて、

今は英語をマスターするのに必死です。授業も自分なりに楽

しんで受けています。身体は至って健康です。でも食事や水、

気候の変化のためか肌が少し荒れてしまいました…。来週の

日曜日にはロータリーのみなさんたちとのパーティーがひ

かえています。楽しみです。ではまたメールします！

次週行事 10月14日（木）

今週行事 10月7日（木）

なごやか例会（第1200回例会）

卓話
「画業人生」

日展評議員・光風会理事 金沢美大講師　藤森兼明氏

委員会・同好会報告 　まずは私の生い立ちからお話をしたい
と思います。私の生まれは富山県です。大
学4年の秋に父が亡くなり、大学に残ろう
かと考えておりましたが、経済的に難し
く就職することにしました。名古屋にあ
る会社に就職してしばらく経ち、アメリカ
へ行くことになりました。5年程アメリカで生活し、帰国しま
したが、アメリカと日本の仕事の進め方の違い、上下関係など
の軋轢から退職しました。そのころ既に妻子がおりましたので、
何とか生活していかなければなりませんでした。ですがこの
ままの生活では自分がだめになると思い、画家としての道を
歩もうと決意致しました。
　私は小さい頃から人物を描くのが好きで、美術科のある地
元の高校へ進学しました。地元の金沢美術工芸大学を卒業後、
就職・渡米をし、ユダヤ系の貿易商社に勤めました。そこでア
メリカの、特にユダヤ人の生活、価値観をたたき込まれ、絵を
描くことだけではなく、自分自身を処する時にはどうしたら
よいのか、生活をどのように守ればよいのか考える時に役立っ
ております。
　今、私は光風会・日展などで、小さい頃から描き続けてきた
人物画で認められ、教え導く立場におります。ただ、絵を通じ
て人を教え導くというのは大変な事であります。それにおい
ては、自分自身の研鑽と実績が基盤になってくると思います。
教えてもらう側は指導者の業績や、今現在何をしているかと
いうことを厳しい目で見ています。そういった基礎がしっか
りしていれば、自ずから人はついてくるものだと思い、私も日々
研鑽を重ね自分を磨いています。絵で食べていくということ
は大変な事ですが、アトリエの中で絵を描きながら、自分の世
界に浸ることの出来る幸せは、お金には換えがたいものがあ
ります。今後もそれなりの気構えで頑張っていこうと思って
いる所存であります。
　また機会がありましたら来年の年始めには日展が、春には
県立美術館で光風会の展覧会が開かれます。そこで私がどういっ
た仕事をしているのかご覧いただければ幸いに思います。

　私の生まれは富山県でして、名古屋とは殆ど縁がありませ
んでした。大学4年の秋に父が亡くなり、大学に残ろうかと考
えておりましたが、経済的に難しく就職することにしました。
名古屋にある会社に就職してしばらく経ち、絵を描けない事
へのジレンマからか病に倒れました。実家に帰り完治した半
年後、仕事でアメリカへ行くことになりました。5年程アメリ
カで生活し、帰国しましたがアメリカと日本の仕事の進め方、
上下関係などの軋轢から退職しました。そのころ既に妻子が
おりましたので、何とか生活していかなければなりませんで
した。ですがこのままの生活では自分がだめになると思い、画
家としての道を歩もうと決意致しました。
　私は小さい頃から人物を描くのが好きで、美術科のある地
元の高校へ進学しました。進学してみますと、周りには実力の
ある同級生が多数いました。目標を立て、腕を磨くことに邁進
しました。大学は東京の美術大学をと考えましたが、経済的な
理由から地元の大学に進学しました。その当時のエピソード
としていまも印象に残っていますのは、入学式の後、教官室に
呼ばれなぜ入学することが出来たのかと尋ねられました。入
学通知をいただいたので、それでいいのではないかと答えま
した。そうしましたら実技は100点満点であったが、数学と英
語は全く手を付けた様子がなく、白紙回答であった。その件を
学長に相談したら一人ならばいいのではない、かということ
で入学を許可されたということでした。その当時、特に罪の意
識はなかったのですが、今になって思えば学長と教授に大変
感謝してやみません。そして就職、渡米をしユダヤ系の貿易商
社に勤めアメリカの、特にユダヤ人の生活、価値観ををたたき
込まれた結果、絵を描くことだけではなく、自分自身を処する
時にはどうしたらよいのか、生活をどのように守ればよいの
か考える時に役立っております。
　今、私は光風会、日展などで小さい頃から描き続けてきた人物
画で人から認められ、教え導く立場におります。ただ、絵を通じ
て人を教え導くというのは大変な事であります。それにはやはり、
自分自身の研鑽と実績が基盤になってくると思います。教えて
もらう側は指導者の業績や、今現在何をしているかということ
を厳しい目で見極めております。そうでない人には人はついて
こないものだと考えております。絵で食べていくということは
経済上大変です。ですがアトリエの中で絵を描きながら自分の
世界に浸ることの出来る幸せはお金には換えがたいものがあり
ます。

会場委員会：天野正明委員長
再来週10月14日は1200例会ということでなごやか例会です。
立食形式となります。乾杯はノンアルコールですが、アルコー
ル類も販売予定です。

親睦活動委員会：岩田修司委員長
本日、秋の家族例会の出欠締め切り日です。今回は昭和村を訪
れます。お風呂などもありますので是非とも多くの皆様の参
加をお願い致します。

国際奉仕委員会：岩本成郎委員長

職業奉仕委員会：岡村達人委員長
次週は職場例会です。例会の会場が変更になっておりますのでお
間違いのないよう、よろしくお願いします。参加人数の増加に伴い、
バスでの席がない事も予想されますのでご了承ください。
本日メールボックスの中に社是・社訓集発行のご案内を入れてお
きました。申込用紙もついておりますのでよろしくお願いします。

職場例会
　 於

：
：

12：00より
中部国際空港 （例会：常滑観光ホテル）

9月18，19日と札幌手稲RCへ大島会長、岩田親睦活動委員長、
馬場さん、宗宮さん、私の5人で25周年PRに行って参りました。
札幌手稲RCの皆さんに歓迎をうけました。
国際ロータリー第2780地区大会に出席しました。

吉木先生、お世話になりました。
水谷先生、大変お世話になりました。
岩本成郎さんには、仕事で大変お世話になりました。今後と
もよろしく。
茅ヶ崎湘南ロータリー2780地区大会へ出席してきました。

台風も無事に通過しました。
10月17日ウィルあいちで、バッハのカンタータの演奏会に
出演します。興味のおありの方は、是非聴きに来てください。

鈴蘭高原からイモリを5匹連れて帰りました。先月から水槽
で飼っています。可愛い生き物ですよ。

・

・

・
・
・

・

・
・

・

稲葉　　徹君

守谷　巌樹君
小串　和夫君
近藤　雄亮君

馬場　將嘉君

岩本　成郎君
内田　久利君

平野　好道君

高須　洋志君

先週のウィークリーにて掲載できませんでした鈴木貴奈理さん
よりのメールです。

札幌手稲RC訪問
9／18（土）に大島浩嗣会長、稲葉　徹幹事、岩田修司親睦活動
委員長、馬場將嘉25周年実行委員、宗宮信賢ニコボックス委員
の5名で、国内友好クラブである札幌手稲RCを訪問しました。
例会終了後、札幌手稲RC役
員の方々と当クラブ25周年
記念式典の打合せを行ない、
多数御出席いただく事とな
りました。夕方からは、懇親
会で更なる親睦を深めました。

暦の上では秋ですが、快晴に恵まれた暑い日になりました。ゴ
ルフ部会初の6名での開催になりました。急遽コースを西から
東に変更しました。優勝は2年ぶりの稲垣君でした。次回は
4RC対抗戦ですので、多数のご参加をお待ちしております。

ゴルフ例会 9月例会（263回）

優勝
2位
3位
4位
5位
BM
BG

40
48
48
42
62
46

42
45
50
38
56
46

82
93
98
80

118
92

6
15
20
1

29
2

76
78
78
79
89
90

稲垣　　豊
岩田　吉廣
高須　洋志
岩崎　道夫
守谷　巌樹
内田　久利
岩崎　道夫

9月17日（金）　於：三好C.C
参加者6名
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