
会員講話の記録 

   2012年 10月更新 

クラブＨＰ用 

回 年月 講 師 演   題    内   容 

107 

 

12・10  鎌倉古道・上の道の

歴史を辿る 

人により理解のあいまいな「鎌倉街道」に

関し、系統的にその成り立ち、位置付け、

古事に至るまでを解説 

106 

 

12・09 全会員 会員講話アンケート 各自から出された多くの講演テーマをフ

ィードバックし、発表順等を検討。 

105 

 

12・07  映画観賞「新しい人

生のはじめ方」 

映画コレクションマニアが選んだ逸品。大

人のラヴストーリー。各人各様にため息。 

104 

 

12・06 全会員 私の実現したい夢 

＆目標 

“100歳まで生きる”から“ＰＰＫで安らか

に”迄、実に広範囲に亘る会員の夢と目標。 

103 

 

12・05  日本語と日本文化 資料 8Ｐ48シートによる講演。日本・中国

夫々から見た漢字の正統性、終戦後の教育

の混乱。「かな」を「国字」にとの提言も。 

102 

 

12・04  万葉集から見る日本

の歴史 

万葉集の歌の意味を、全く新しい視点から見

て見ようと云う問題提起。力作の資料があ

り、講演後のＱ＆Ａは大いに盛り上がる。 

101 

 

12・03  乃木希典は愚将であ

ったか？ 

旅順攻囲戦、黄海海戦の詳細、「殉死」「坂の 

上の雲」に出てくる記述の事実との差異を詳 

しく説明、その博識ぶりに圧倒された。 

100  

 

12・02 例会 100回達

成の記念行事 

フォトで見るクラブ

活動の歴史 

クラブ創立時の目標の一つを達成、記念行

事として、初期から現在までをナレーター

多数が写真で回顧、同時に各自の抱負も披

露。夜は自前音楽つきで興趣たっぷりのパ

ーティを満喫。           

99 

 

12・01 全会員 年頭所感 

 

「首相年頭挨拶が 7年連続で新首相」の嘆 

き節から始まり、政体劣化、個人終末の事 

前処理、国の守り方、国も個人も変わらね 

ば、原発廃止、等など話題は東西に及んだ。     

98 

 

11・12  

 

シンポジウム「超高

齢社会の国のあり

方」の聴講報告と意

見交換 

「AGING FORUM 2011」の受講資料に基づい

て、２日間に亘る識者・参加者の講演と議論が詳

細に報告された貴重なレポート。普段の生活外の

重いテーマだけに、報告後の意見交換も活発に行

われた。 

97 11・11  ワインの話 退社後色々なスクールで勉強したワインのお話。



 

  歴史に始まって産地・製法・ラベル・料理との相

性など、全方位の説明。最後の「お薦めの輸入ワ

イン、国産ワイン」は参考になった。懇親会では、

講師寄贈のイタリー高級ワインを早速テスティ

ング。 

96 

 

11・10  

 

原発雑感 

７月資料「病院で考えた

事」の続編 

数少ない良質の報道や、多くの原発本を読みこむ

ほど、国・事業者・安全管理者・司法などの各組

織が、『国策ご一任』に徹し、市民の安全は思考

外という不条理の現実に気付かされ、“怒れ！立

ち上がれ”と説く。内部被曝の恐ろしさ・完全廃

炉までの懸念、（特に老朽炉）自衛の大切さ等の

諸問題提起あり。 

95 

 

11・09  

 

株式よもやま話 ４３年間証券界の第一線で活躍した体験から、戦

後今日までの経済界の浮き沈みを客観的に説明、

会員人生ともダブり共感。最後の“上手にやれば

株は儲かる”の百人力の発言に会員からは大拍

手。 

94 

 

11・07  

 

「これからの考え方

とは」・・・大震災後、

私たちの考え方は変化す

るのでしょうか？ 

これまでの蘊蓄と弁舌に圧倒された講演でした。

既に著作多数。いち早く震災ボランティア活動通

じて得た強烈な生の声を披露。更に論点は古今東

西に広がり「歴史的偽証」にまでメスが入った。

３．１１以降の日本人の思想変化に注目せざるを

得ない。 

93 

 

11・06  

 

将棋四方山話 小３から研鑚を積み、富士通将棋部長時代の専

門棋士との手合わせやお付きあいは興味津々。

又厳しい将棋界の現実を見て未来を憂う根っ

からの将棋好きのお話 

92 

特 

別 

11・05 （元会員・原子

力研究者） 

 

 

福島原子力発電所の事

故について 

原子炉熱工学ご専門の立場から、パワーポイント

42 枚のスライドで沸騰水型ＢＷＲや事故経緯に

ついて説明、水素爆発や数多くの疑問点について

も言及された。 



会員講話の記録 

2011年４月現在 

回 年月 講 師 演   題    内   容 

91 

 

11・04  私が集めたベネチア

ンビーズ 

アフリカ駐在時代にビーズに出会い以後 30

年間の厖大な収集品を持ちこんでの解説。ア

フリカでの収集品、ロンドンでの収集品等、

略称トンボ玉のあまりにもきらびやかな造

型感覚に酔った至福のひと時 

90 

 

11・03  医療保障について 高齢者にとって最大の関心事、医療費負担の

仕組みを、豊富な資料に基づいて解説、納得。   

89 11・02 映画鑑賞 「ここに幸あり」 政界トップから退き自由な時間を得て人生

を再発見して行く男のドラマ。パリが舞台。  

88 

 

11・01  男の手料理（講師 2・

名） 

「卵焼き」「蓮根のごま油炒め」を美味しいサンプ

ル付きで料理指南、いわく、“料理はこんなに面白

い。女房に独占させてはならぬ”と怪気炎、何時し

か皆もその気に。一段とお酒が進みそう 

在米 10 年の経験に基づく「白菜塩漬け」と「香味

餃子」の作り方 詳しい資料と餃子の皮での実習訓

練付き。翌日早速挑戦したツワモノの作品スナップ

が配信された 

87 

 

10・12  がんの痛みはがまん

しない 

がんの痛みは始めから医者に言うべし。従来末期に

モルヒネ使うのが常道だったが、現在は痛みが始ま

った初期から徐々に使用し徐痛に努めるのが普通

となってきた 

86 

 

10・11  前立腺がんと PSA値 

 

会員二人の、異なる手術方式での回復体験談。高齢

者は早期発見に不可欠な PSA 検査（安価・簡単）

を必ず実施せよ、とのアドバイス 

85 

 

10・10  客船クルーズの楽しみ 夫人と二人で海外旅行が楽しめる方法を追求の結

果、「客船クルーズ」にたどり着いたその体験談。

安く手軽に満足が買えるクルーズ、早速追随者 2～

3名現る 

84 

 

10・09  知っているようで意外

に知らない教育界事情 

社会の変化に伴う教育ニーズによって今の教師は

常時超過勤務状態。一方モンスターペアレンツへの

対応など新任教師の負担は重い。教育委員会の実態

等考えさせられる 

臨

時 

10・08 ゲスト 外資企業に身を置いて 早くから外資企業に身を置いて経営幹部まで上り

詰めた方の日米企業文化比較論 

83 

   

10・07  経済変革による投資 

環境 

環境意識の高まり、各国の高速鉄道導入傾向、水資

源開発、レアーメタル開発等々、広く世界の経済変

革と投資の狙いどころを解説。 

82 10・06  北朝鮮訪問のこと 92年日本経済交流代表団54名の一員で訪鮮視察し



 た会員のビデオ入りレポート。朝鮮半島の緊張高ま

りつつある現状のため、質疑応答相次ぐ 

81 

 

10・05  （会員講話アンケー

トと意見交換） 

会員講話開始以来 2巡・3巡しているので、今後の

会員希望と方向性を調査 

80 

 

10・04  74期生の海軍兵学校

物語（後編） 

高度な学習の傍ら、遠泳・登山・棒倒しなど厳しい

鍛錬の実情、然し終戦で海軍兵学校は昭和 20年 10

月廃校。74期の同期生も平成 21年 12月解散 

79 10・03  74期生の海軍兵学校

物語（前編） 

リベラリストの校長井上成美の話に感銘。多感な青

春の 2年 4カ月、映画も入れての貴重な回顧談。当

時の海兵の制服・短剣着用姿に、歓声が上がる 

78 

 

10・02  魚のふしぎ 漁法・形態・生態のいろいろ。難読漢字テストには

皆苦吟。ぼけ防止には効果大！ 

77 

 

10・01  終の棲家（複数会員） 別荘との二重生活の楽しさ満喫を基調講話とし、各

自今後の貴重な時間のあり方を前向きにシュミレ

ーションする 

76 

 

09・12  小学校に英語がやっ

てきた 

英語教育の専門家が、最近の英語教育の現状を報告

し、意見交換 

75 

 

09・11  “歌舞妓よもやま話” 

の続き 

前回の歌舞妓総論に続き、歌舞妓 18 番より「勧進

帳」などの具体的解説 

74 

 

09・10  “剣岳 点の記” 

の続き 

映画で示された三角点設置の技術は、今でも地殻変

動による災害の防止、トンネルの掘削・貫通に利用

されている 

73 

 

09・09  歌舞妓よもやま話 学生時代からの歌舞妓鑑賞の蘊蓄を、役者の家系図

等手造り冊子と共に披露 

72 

 

09・07  スバルひとすじ 中島飛行機からの技術継承を受けたあの名車の誕

生経緯、経営陣で采配振るったハードな日々を回想 

71 

 

09・06  江戸の面影を訪ねて 

（その２） 

八百屋お七や鈴が森刑場跡の鬼気迫るストーリー

に、皆タイムスリップして息をのむ 

70 

 

09・05  橋と私 ベテランが全国 15 ヶ所に亘る橋梁建設の思い出を語

る。最後の仕事、横浜ベイブリッジへのツアーを決定 

69 

 

09・04  能の不思議 今回は舞台装置の仕組みなど関連事項凡ての解説。

目からウロコの 90分 

68 09・03  町田の高齢者福祉 年齢的にクラブ会員が直面するテーマのため、議論

沸騰 

66 09・01  スワヒリ語のさわり アフリカ滞在 40 年、最大の言語グループについて

の熱っぽい講義 

65 08・12  つくし野 30年の思い

出あれこれ 

子育て、ドラマ金妻、大阪単身赴任…・人生の大半

を過ごしたつくし野を去るに当たっての哀愁あふ

れる回想録 

64 08・11  おフランス 体験ば

なし 

人も羨む花のパリ、洪水の如きお客の接遇に身をす

り減らす駐在員奮闘物語 

63 08・10  YCU でのこと TUD 努力一図の学究生活 40 年、心血注いで成功した新



でのこと 規化合物合成のお話 

62 08・09  採用あれこれ 人事・勤労・総務畠のベテランが、優秀な人材確保

のノウハウを披露 

61 08・07  私と音楽 敗戦を疎開先で迎えたお先真っ暗の軍国尐年、ラジ

オからのヴァイオリン名曲に励まされ駆け抜けた

音楽人生 

60 08・06  青春時代の思い出の

映画（全会員） 

往年の名画、監督、あこがれの女優さんなど総ざら

い 

59 08・05  会員講話の今後の在

り方（全会員） 

2巡目以降順番の意見交換 

58 08・04  我が趣味ハーモニカ

の話 

昔懐かしいハーモニカを極めた会員の、演奏交えた

物語 

57 08・03  ボリビアの話 多感な青年時代、外交官の父上の任地ボリビアで過

ごした 3年間 

56 08・02  私の健康法（全会員） 健康ノウハウ交換で、「100 歳達成」が現実味を帯

びる。2月を節酒月に指定 

55 08・01  彫刻家 半世紀を振

り返って 

敗戦後、文学・演劇・哲学の道をさまよい、芸大か

らイタリアナポリ留学 18 年間の様々な情景の回想

録 

54 07・12  ふるさと豊の国・大分 豊富な人材・物産等お国自慢の数々を、九州男児が

熱っぽく語る 

53 07・11  ウオーキングの健康

効果 

中学時代からウオーキング、複数の山岳会所属の会

員が有酸素運動について講義 

52 07・10  印刷の話 この道一筋 40年、印刷技術全般を分かり易く講義 

51 07・09  東アフリカのメダカ 東アフリカのメダカ 50種 300匹飼育中の、日本メ

ダカ学会会長のお話 

50 07・07   北海道 2題（アイスホッ

ケーとサーモン） 

勤務地苫小牧での仕事と趣味、涙と笑いのあれこれ 

49 07・06  土木あれこれ 生涯通じてのトンネル作り。土木工事を通じての皇

室との多様な関わり、各種工法など話は尽きない 

48 07・05  ヒマラヤ登山紀行 中年以降、洋の東西の山岳行に青春している男の物

語 

47 07・04  つくし野で老後を過

ごすには 

現在各種ボランティア活動に励む会員の視点から

見た、老後の過ごし方 

46 07・03  教育のひとこま 教育界一筋の会員が語る、地域からの教育改革・生

徒と教師の人間ドラマ 

45 07・02  地球温暖化と原子力 原子力学者が、地球温暖化対策の切り札としての原

子力利用の効用を説く 

44 07・01  多病息災の話 複数の大手術を受けながら、今なお元気で地域活動

の先陣を切る会員のお話 

42 06・11  雑学雑感（ユビキタス社

会の到来） 

電気業界に身を置いた会員の予想する、これからの

コンピューター社会 



  

 註：第 20～31回例会（05年 3月～同 11月）は、市民講座準備と実施のため、会員講話は無い。 

 

41 06・10  比嘉照夫先生との出

会い 

EM法の信奉者たる医院経営者が紹介する環境・食

育・健康法の真実 

40 06・09  これからのお墓とお

葬式 

葬送の形と心、各種葬儀と値段など、会員の関心事

を説明 

39 06・07  患者として知っておきたい

常識あれこれ 

製薬会社勤務の経験から、薬全般についての貴重な

アドバイス 

37 06・05  海外生活こぼれ話 東南ア・中東・北米等海外生活 13年の商社マンが、

生活面を駆足でレポート 

36 06・04  江戸の面影をたずね

て 

現役時代から同僚と江戸散策、今にも黒塀から粋筋

が覗きそうな風情のお話 

34 06・02  京都冷泉家の 800年 

アフリカの地図と旧

宗主国 

800年歌道を守ってきた冷泉家の解説 

1965年弱冠 25歳でアフリカ渡航、爾来 40年現地

第一線で活躍した報告 

32 05・12  満蒙・ソ連国境駐在秘

話 

オロチョン族・黒河・関東軍……外交官若かりし頃

の辺境勤務秘話 

19 05・02  藤田嗣治の贋作を求

めて 

パリ・ロンドンでの精力的なコレクター活動の苦労

話 一部本物も？？ 

15 04・10  武勲の陰に痛みあり 戦闘指揮中何回も命拾い、今でも片足には 30 以上

の破片が残る 

12 04・08  プロカメラマン体験

記 

元新聞社カメラマンの撮影裏話、女優さんでも朝近

くで見るとそのお肌は… 

11 04・07  デジカメ講座 最近流行って来たものの、とても分かりにくいデジ

カメの操作方法を解説 

10 04・07  田園調布地区計画の

事例 

都内随一の高級住宅地が、相続細分化に苦しんだ揚

句の地区計画、その報告 

9 04・06  日本の株式市場の現

状 

野村証券推奨の株式と、日本経済現状についての報

告 

8 04・05  日本のお能について 宝生流お能に精進 50 年の会員が、日本のお能の流

れを平易に解説 




