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第 2071回例会  平成 29年 12月 16日（月曜日）第 17号  

 

本日の例会 １２月１６日（土） 第２例会 

｟クリスマス家族会｠ 

場所：シェラトン都ホテル ３階 「三笠の間」 

時間：17：30～移動例会 18：00～クリスマス会 

次回の例会 １２月１８日（月） 第３例会 

会長年末挨拶  宮田 照男会長 
◎本日の献立 フランス料理 

前回の例会 １２月４日（月） 第１例会 
◎ゲスト 日本ウクライナ文化交流協会会長 

小野 元裕様 
会 長 挨 拶             宮田 照男 会長 

皆さん、こんにちは、 

毎年のことながら、月日の経つのは何と早いものだ

ろうと、驚かされている年の暮れです。 先日の情

報集会も皆さんやはり忙しい時期になり、出席者 13

名と少し寂しくはありましたが、この時期は仕方が

ありませんな。 

それでも楽しい会話もあり、有意義な意見交換もあ

り、いい情報集会でした。 

また、なんとサプライズで私の誕生日祝いまでして

いただき、本当にありがとうございました。 

さて、16日のクリスマス会は土曜日となります。親

睦委員長をはじめ親睦委員会の方々が、企画を練っ

て楽しい一夜を用意してくれているそうです。 

会員、ご家族お誘い合わせのうえ、一人でも多くご

参加下さいますようお願いいたします。 

新年会の回覧も回っているようです。まさに師走で

すな。こちらも全員で新年を迎えたいと思いますの

でご出席宜しくお願い致します。 

 今月は「疾病予防と治療月間」です。まさに今、

治療中の小川会員の手術も無事終わったようで、良

かったと安堵しています。これからの時期、皆様方

も暴飲暴食にならないよう気を付けてお過ごし下

さるようお願い致します。 
幹 事 報 告          岩橋 竜介 幹事 

1.本日例会終了後、第６回定例理事役員会を５階 

フリージアの間にて開催いたします。理事役員の

皆様にはご出席をよろしくお願いいたします。 

2.１６日（土曜）はクリスマス家族会です。ご自宅

に案内が届いていると思います。ご家族・ご友人

にお声がけ頂きまして、多数のご出席をお願いい

たします。 

3.2018年 1月１５日（月）に開催いたします新年会

の回覧を回しております。こちらも多数のご出席

をお願いいたします。 

4.次週、12月 11日は休会となっております。ご確

認のほどよろしくお願いいたします。 

5.ロータリー財団より、昨年度当クラブが、100％

「ロータリー財団寄付」クラブであったことが表

彰され、その表彰のバナーが届いております。 
出 席 報 告            金子 委員 

本日の会員数 ２１名 

本日の出席者数 １６名 

本日の出席規定適用免除会員 ９名 

本日の出席率 ８４．００％ 

１１月１３日の修正出席率 ８８．７３％ 
ニコニコ箱報告       副ＳＡＡ 伊藤 雄一 

宮田会長 12月に入り、寒さも厳しくなってきまし

た。ご自愛ください。 

佐藤会員 先週のロータリー情報集会欠席のお詫

び。重鎮の方並びに岩橋幹事に進行して

頂き、有難うございました。 

 HIGASHIOSAKA CENTRAL ROTARY CLUB     

 （第 2660 地区） WEEKLY BULIETIN No.17  

 東大阪中央ロータリークラブ  

  創 立 昭和４７年２月２０日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 会 長 

 会長ノミニー 

 副 会 長 

 幹 事 

 会 報 委 員 長 

宮 田 照 男 

 金 子 勝 信 

 岩 﨑 史 郎 

 岩 橋 竜 介 

伊 藤 雄 一 

  例 会 日 毎週月曜日 １２：３０～ 

  例会場所 シェラトン都ホテル大阪３Ｆ 

  事 務 局 東大阪市小阪本町 1丁目 5－14 

〒５７７-０８０２ 小阪本町ロイヤルハイツ 405号 

 TEL：０６－６７５３－８８２３ 

 FAX：０６－６７５３－８８２６ 

 E-mail：jahcrc@gmail.com 

   

y  ROTARY：MAKING A DIFFERENCE 
 ロータリー：変化をもたらす 

  2017～2018 年度 国際ロータリー会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー 

 

 

 

 

 
       

           

           

 

  

 



2 

 

岩﨑会員 小野元裕様、本日の卓話宜しくお願い致

します。 

金子会員 情報集会欠席のお詫び。 

中村会員 12月 16日はクリスマス家族会、年が明

けて 1月 15日は新年会です。 

多くの皆様のご参加宜しくお願い致し

ます。 

12 月のお祝い       

〇夫人誕生日 林 楢代様 宮田千恵子様  

佐藤ひろ子様 佐井厚元様 

〇創業記念日 林・岡本・飯田(各会員) 

〇11月の内祝いニコニコ 累計 247,500円 

〇11月のニコニコ箱 94,000円 累計  438,000円 
卓 話          担当：岩﨑 史郎様 

【 ロシア革命 100年から見たウクライナ問題 】 

日本ウクライナ文化交流協会会長 小野 元裕様 

 

1、100 年(112 年)後の現在、ロシア革命に対する評価 

2017年 11月７日 ロシア革命から 100年 ロシア

政府主催の行事なし 

革命肯定 48％、否定 32％(世論調査機関｢レバダ・

センター｣2017年３月) 

ロシア革命で約 1200万人が犠牲に 

(ソ連崩壊前まで)偉大なる 10月社会主義革命 

(現在)1917年 10月の出来事  

２、ロシア革命前後 

1904年～1905年日露戦争 

 兵士の戦争疲れ 

 明石元二郎大佐が革命へ資金100万円（現在の400

億円）と武器（15000丁のライフル、250万発の

銃弾） 武器は失敗 

1905年 1月ロシア第 1革命（血の日曜日事件、戦艦

ポチョムキンの反乱） 

300年間にわたるロマノフ王朝に対する不満 

1914年～1918年 第一次世界大戦 ボスニアの首

都サラエボで勃発 

 連合国（ロシア帝国）×同盟国（ドイツ帝国） 

 ロシア兵 250万人死亡 戦争疲れ 

 ドイツ皇帝・ウィルヘルムニ世が 100万ルーブル

（45億円）を革命ヘ ロシアの戦争離脱を促す 

1917年 2月 23日（現在のグレゴリオ暦 3月 8日）

二月革命（ロシア革命） 

皇帝二コライニ世家族、銃殺 

臨時政府は戦争継続決定（内部の権力闘争）、兵

士は戦争疲れ 

ドイツの後押しでレーニンがスイスから帰国し、

臨時政府打倒へ 

1917年 10月 25日（現在のグレゴリオ暦 11月 7日）

十月革命 

ボリシェビキによるクーデター 

1917年Ｈ月 憲法制定議会選挙 

 エスエル 410、ボリシェビキ 175、カデット 17、

メンシェビキ 16、その他 89→初日夜、議会封鎖 

1918年３月 ロシアとドイツがブレスト＝リフス

ク条約を締結し戦争を終結 

レーニンが平和に関する布告および土地に関する

布告、835の工場を国有化、チェカ（のちのＫＧＢ）

を作る 

反革命軍が勢力拡大、干渉軍（イギリス、ドイツ、

フランス、トルコ、日本、アメリ）赤軍（労働者、

農民、）×白軍（旧軍人、資本家）→全土に広がる。 

飢饉が起こり農民は首都ペトログラードへの食糧

供給ストップ→首都の飢餓→食糧徴発部隊を作る 

赤色テロ（大衆へのテロ、富農 100人以上の絞首刑）

＊富農、中農、貧農 

例）タンボフで農民の反乱３万人に対し赤軍 10万

人（毒ガス使用） 

例）ウクライナでマノフの反乱（1918年～1921年） 

1921年３月 ネップ（新経済政策）で急速に回復→

政権自体にも変革（政治的、言論・出版の自由） 

1922年ソビエト社会主義共和国連邦建国 

 全てを国家が管理、教会の資産没収と破壊、反革

命の思想家・作家を追放 

 レーニン最後の仕事は協同組合（農民の文化水準

を上げる、文明化された一人一人の人間） 

1924年 レーニン死去（享年 53） 

権力闘争でスターリンが勝つ。ネップ廃止、計画経

済、反対派を粛清し独裁へ 

３、地上のユートピア作り～本当のみんなのさいわい  

ロシア（革命によりすべての人が平等に暮らす社会を）  

 ウラジーミル・レーニン（フリーメイソン、1870

年～1924年） 

 1991年ソ連崩壊（15共和国） 

 ＊ロシアにおけるフリーメイソン 1717年イギ

リスで誕生→1731年ロシアへ、1825年デカブリ

ストの反乱 

アメリカ（奉仕によりすべての人が幸せに暮らす社会を） 

 友愛秘密結社運動の黄金時代 1870年代～1920

年代 300以上の友愛秘密結社 

1905年 ロータリークラブ設立 

 ポール・ハリス（フリーメイソン、弁護士、1868

年～1947年） 

1917年 ライオンズクラブ設立 

 メルビン・ジョーンズ（フリーメイソン、保険代

理店経営、1879年～1961年） 

2017年ドナルド・トランプが第 45代アメリカ合衆

国大統領就就任（プアホワイト／White Trash） 

ほんとうのみんなのさいわいとは 

 宮沢賢治（1896年～1933年） 
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