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本日の例会

次回６月２日の予告

RC ソング「堺東ロータリーの詩」

５月１９日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２１名

　出席免除者４名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　７名

　出席率 75. 00％　　　4 月 21 日の修正出席率 96.4 3％

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 四つのテスト」　
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか　

２．みんなに公平か　

３．好意と友情を深めるか　

４．みんなのためになるかどうか

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

【 次年度のためのクラブ協議会 】

会長の時間 小　寺　会長

　　　　　　　「我等の生業」ＲＣソング

【インフォメーション／親睦活動委員会】

●ガバナーエレクト選任要請書ついて「正常化

する会」から適正対処のお願いが届きました。

当クラブは「正常化する会」の活動に沿う事を

決定していますので、賛同対処致します。

RI細則13.070に基づくガバナーエレクト選任の要請書

　国際ロータリー第2640地区においては、2015年4月

19日に開催された地区決議会（－RI細則15.040－）に

おいて、2015－2016年度の当地区ガバナーエレクト豊

澤洋太朗君に対し、地区賦課金の議決・地区予算の承

認・地区大会の開催日時決定といった地区運営の最重要

事項につき、RI細則を順守し適正な修正対処を行なう

ことを求める旨の決議を行ないました。

そして、修正対処の方法につき、本年5月11日までに

地区内クラブに提案することを求める旨も決議しまし

た。この決議は、出席選挙人78人中76人の賛成という

圧倒的多数で議決されました。
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委員長報告

■社会奉仕委員会／(代理)高 松 幹事■

■職業奉仕委員会／(代理)高 松 幹事■

 職場見学会のご案内

下記のとおり職場見学会を実施しますので多数

ご参加下さい。出欠は回覧にて伺います。

　日時／6 月 23 日(火）例会終了後

　場所／常陽興業(高橋会員事業所）

 春の全国 地域 安全運動 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 最終ご案内

　先週ご案内したキャンペーンですが、多数の

ご参加表明を有難うございますいよいよ次週開

催ですのでお忘れなきようご参加ください。

尚、参加者は当クラブのブルゾンの着用をお願

い致します。

　日時／5 月 25 日(月）午後4 時～

　実施場所／北堺警察署前

　雨天の場合／中止

この議決からして、当地区内クラブ・ロータリアンの圧

倒的多数の意思は、上記3点に関する豊澤エレクトの地

区運営がRI細則に反し許されないものであることを確

認していることは、誰の目にも明らかです。

RI細則に定める正式な地区の意思決定機関であり、地区

大会選挙人会議と並ぶ最高意思決定機関でもある地区決

議会において既述のような決議がなされた以上、ガバ

ナーに就任する者として、これを尊重して対処するべき

は当然の責務です。

　しかしながら、当地区の次年度ガバナーエレクトであ

る豊澤洋太朗君は、決議における修正提案の期限とされ

た5月11日を過ぎても、地区内の各クラブに対し何らの

意思表明をもされません。

私達としては、RI細則に定められた正式な議決機関の決

議による勧告を受けたにもかかわらず、これを全く無視

する態度・対応を続けるというのでは、本年7月1日よ

り開始される2015－2016年度における当地区のガバナ

ンスを委ねることは出来ないと判断する次第です。

　また、71クラブ中の59クラブが出席しての圧倒的多

数の議決を無視するようなガバナーが誕生すれば、地区

内の多くのクラブがガバナーとして承認しない事態が生

じ、当地区における次年度のロータリー活動が大混乱に

至ることは必至です。

　ガバナーの倫理規範によれば、ロータリー細則の順守

が明記されています。にもかかわらず、地区決議会にお

ける圧倒的多数の決議による勧告を無視する対応状況

は、このような決議を受けたこと自体及び決議提案の原

因となったRI細則違反・無視の言動・対応と相まって、

豊澤ガバナーエレクトは、第2640地区におけるガバ

ナー就任予定者としての地区内クラブ・ロータリアンの

信任を完全に喪失したものと指摘されます。そして、こ

のことはRI細則13.070に定める「その後、ガバナーエ

レクトが任務を引き受けることができなくなった場合」

に該当するものと解されます。

　ついては、2015－2016年度の開始に先立って、当該

年度の当地区ガバナーにつき、豊澤ガバナーエレクトの

第2640地区における今日の状況が「その後、ガバナー

エレクトが任務を引き受けることができなくなった場

合」に該当する事態に至っているものとして、RI理事会

において代わりのガバナーエレクトを選任いただくよ

う、対処を要請させていただく次第です。

　以上、要請させていただきますので、速やかな適正対

処を執っていただくよう、よろしくお願いします。

●6 月からクールビズです。宜しくお願いしま

　す。

高　松　幹事幹事報告

三重野　副幹事次期幹事報告

●例会変更

堺東南RC ／ 6 月18 日(木）→同日18：00 ～か

　に道楽にて。6 月 25 日(木）→休会

●本日例会終了後、第2 回次期理事会を開催し

ます。

●次週、次年度のためのクラブ協議会を開催し

ます。各位の棚に資料を配布していますのでお

目通しの上、次週もご持参ください。

にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／吉澤会員、本日の卓話「墓マイラー」

　　楽しみにしています。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／本日の卓話、居眠りOK です。

中村副会長／吉澤会員の卓話「墓マイラー」。

　　私ももうすぐお世話になるお墓の話、じっ

　　くり聞かせて頂きます。

高松幹事／吉澤会員の卓話を楽しみにしています。

江口会員／吉澤会員の卓話、楽しみに拝聴致し

　　ます。

藤田会員／吉澤会員、卓話、楽しみにしています。

橋本会員／吉澤会長ｴﾚｸﾄ、卓話ご苦労様です。

市平会員／吉澤会員、お墓の話、楽しみです。

城戸会員／吉澤会員の卓話「墓マイラー」楽し

　　みです。

　　中村様、江口様いつも有難うございます。

上松瀬会員／本日の吉澤会員の卓話、楽しみです。

北野会員／吉澤会員さんの卓話、楽しみにして

　　います。

松永会員／吉澤会員の卓話、楽しみです。近づ

　　いてきましたので、しっかり拝聴致します。

三重野会員／吉澤会員、卓話ご苦労様です。
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 累計　1,633,000  円

吉　澤　会員

「 墓マイラー 」

卓　話

宮園会員／吉澤会員、卓話、楽しみです。

中野会員／吉澤会員、卓話ご苦労様です。楽し

　　みに拝聴させて頂きます。

沼田会員／吉澤会員の卓話、楽しみにしており　

　ます。

咲山会員／吉澤会員の卓話、楽しみです。

篠田会員／本日の卓話「墓マイラー」吉澤会員

　　宜しくお願いします。

寺山会員／吉澤会員、卓話、楽しみにしています。

吉村会員／本日の吉澤会長エレクトさんの卓話、

　　楽しみです。

　　遅刻お詫び。

　先日「カジポン・マルコ・残月」と言う方の

講演を聞く機会がありました。業種柄、興味が

あり大変面白かったので、今回、卓話にさせて

頂きました。

　この「ガジポン」さんが「墓マイラー」とい

う俗語を作られたそうです。

歴史好きの女性を「歴女（レキジョ）」といいま

すが、「墓マイラー」は歴史上の人物や著名人の

墓を巡る人を、”墓参り”とひっかけて呼ぶよう

になったそうです。『現代用語の基礎知識』

（2010 年版）に「墓マイラー」が新語として登

録されている用語です。

●カジポンが選ぶ「墓マイラーの七つ道具」

①地図：超必需品！墓地は郊外など駅から離れ

　ていることが多い

②方位磁石：墓地内は景色が似てるので、広い

　墓地だと本当に方角が分からなくなる

③線香：500 ｍｌのペットボトルに入れておく

　と、折れないしシケらないので、便利！

④虫除けスプレー：日本の墓地はやぶ蚊の王国。

　対策しておかないと貧血になるほど吸われ　

　ちゃう

⑤懐中電灯：会いたい墓石がなかなか見つから

　ず、日没後も探し続けるケースが少なくない。

　遠方への巡礼の場合、“ここまで来て会わずに

　帰られるかーッ！”と執念で探すことになる

⑥ハンカチ：滝泣き、慟哭用。あるいは墓石が

　風雨で汚れていた時に拭いてあげるため

⑦故人の作品＝朗読用の文庫本：自分が観光客

　ではなく巡礼者ということを故人にアピール。

　お経の代わりに一番好きな場面を朗読奉納！

　故人が画家なら画集を片手にソウルトークし

　よう

★『東京・鎌倉 有名人お墓お散歩ブック』（大

和書房・1680 円）発売中！

001 聖徳太子/574 年 2 月 7 日(敏達天皇3 年1 月

　1 日)-622 年 4 月 8 日(推古天皇30 年2 月22　

　日)(大阪府、南河内郡太子町、叡福寺 48 歳)

002 物部 守屋/ 生年不明- 用明天皇2 年(587　

　年)7 月(大阪府、八尾市、物部守屋墓)蘇我馬

　子＆聖徳太子が日本に仏教を導入しようとし

　たことに抵抗し、日本古来の神々を奉じ神道

　の重要性を訴えた物部氏。

　それゆえか、墓の周囲は全国の有名神社の名

　が刻まれた石柱がギッシリ。仏教に対抗する

　「チーム神道」のスクラム状態だった！

003 蘇我 馬子 / 欽明天皇13 年（551 年）- 推古

　天皇34 年 5 月20 日（626 年 6 月19 日）（奈良

　県、明日香村、石舞台古墳 75 歳）

　古墳から盛り土がすべて奪われ、無惨に石室

　が剥き出しになっている。「蘇我氏憎し」の後

　世の政権の仕業と見られる。大阪太子町にも

　馬子のものと伝えられる墓がある。2005 参拝

　6 年ぶりに再訪したら、馬子の墓が後方に移

　されていてビックリ！近所の人に話を聞くと、

　横に倒壊寸前だったので05 年に墓域を整備し

　たとのこと。以前は柵に囲われ立入禁止だっ

　たけど、今は墓石にだって触れる事が可能だ。

004“釈迦”ゴータマ・シッダールタ /B.C.463

　（565?560?）.4.8-383（485?480?）.2.15 （イ

　ンド、サールナート＆デリー/ 奈良、斑鳩 80

　歳）

014 緒方洪庵 / 龍海寺　大阪市北区同心

　洪庵は東京で亡くなっておりお骨は東京の高

　林寺へ埋葬されており龍海寺には遺髪が納め

　られている。
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015伊能 忠敬 / 1745.1.11-1818.4.13(東京都、

　台東区、源空寺 73 歳）2000 ＆ 2002 測量学

　者。56 歳を過ぎてから17 年間をかけて全国

　を歩ききり日本地図を作ったそうです。

　本名は「神保三治郎」。千葉県九十九里町に生

　まれ、18 歳で酒造家　伊能家に婿養子とな　

　た。その時の伊能家は危機的な状態だった。

　忠敬は倹約を徹底すると共に、本業以外にも、

　薪問屋を江戸に設けたり、米穀取り引きの仲

　買をして、約10 年間で完全に経営を立て直し

　た。1783 年（38 歳）の天明の大飢饉では、私

　財をなげうって地域の窮民を救済する。こう

　した功績が幕府の知る事となり、彼は苗字・

　帯刀を許された。

　やがて50 歳を迎えた忠敬は、家業を全て長男

　に譲り、幼い頃から興味を持っていた天文学

　を本格的に勉強する為に江戸へ出る。浅草に

　は星を観測して暦を作る天文方暦局があった

　からだ。

　その時の暦局の関心は“いったい地球の直径

　はどれくらいなのか”という疑問であった。

　オランダの書物で地球は丸い事は知っていた

　が大きさははからなかった。その時代には外

　国艦隊が来ても国防に欠かせない地図が無い

　のを理由に地図を作り出したのが始まりのよ

　うです。

016葛飾 北斎 / 1760.9.23-1849.4.18(東京都、

　台東区、誓教寺 88 歳）

017横山 大観 / 1868.9.18-1958.2.26(東京都、

　台東区、谷中霊園 89 歳）

100 勝　海舟 / 文政6 年1 月 30 日(1823 年 3 月　

　12 日）-明治32 年（1899 年）1 月21 日

　（東京都、大田区、洗足池公園 75 歳）

　勝海舟の墓は霊園でもお寺でもなく、ただの

　公園の隅っこにある。

　向かって右が「勝海舟」、左が妻「たみ」の　

　墓。石碑の「海舟」この字はあの徳川慶喜公

　が書いた書らしい。実は、勝の墓所に隣接し

　て西郷を祀る神社がある。どうして幕府側の

　勝と維新軍の西郷という敵同士が並んでいる

　のか？勝は西郷の人間性に惚れ込み、西南戦

　争で西郷が死ぬと心から悲しんだ。そして西

　郷を称える為に、西郷の書いた漢詩を建碑し、

　さらに没後5 年目に神社を建て追慕した。神

　社や碑文は元々葛飾区薬妙寺にあったけれど、

　勝が生前に墓と並べて欲しいと希望していた

　ことから、勝の死から14 年後（1913 年）に

　移転され、両雄は再会した。

102大久保 利通 / 文政13 年8月10 日（1830 年

　9 月26 日）- 明治11 年（1878 年）5 月14 日

　（東京都、港区、青山霊園 47 歳）近代日本の

　礎を築いた人、暗殺される。

　墓石の下に動物がいる。

　墓碑の高さは5 メートル　石碑では最大級。

カジポン曰く

「台座があれ亀趺（きふ）というんですけど亀な

んです。儒教の極楽ユートピアに連れて行って

くれるんです」「暗殺されてしまったので、自分

で墓を準備していなかったはず。亀に乗ってい

るのは周りの人がユートピアに行ってほしいと

いう表れ。碁石があるのは大久保卿と一石とい

う意味じゃないですか？」

大久保利通の趣味は囲碁だった。

「時空を超えて大久保さんと碁がさせる」

大久保利通は自身の盟友西郷隆盛と政策の違い

から袂を分かち、西南戦争を制圧、西郷隆盛を

死に追いやり冷酷な政治家と批判を受けた。

そんなイメージを変えたいという墓マイラー　

カジポンさん。

大久保利通のお墓の隣には暗殺の巻き添えに　

なった馭者(ぎょしゃ)中村太郎の墓と、馬の墓

が立っている。「墓に来たら、彼なりの正義で、

断腸の思いで政策を行ったことを感じる」

103徳川 慶喜 / 天保8 年9月29 日（1837 年 10

　月28 日）- 大正2 年（1913 年）11 月22 日　

　（東京都、台東区、谷中霊園 76 歳）

　台東区谷中霊園。徳川の紋が庶民の墓参を拒

　む歴代将軍が眠る寛永寺とは少し離れている

104島津 斉彬 / 文化6年3月14 日(1809 年 4 月

　28 日）‐安政5 年7 月 16 日（1858 年 8 月 24　

　日）（鹿児島県、鹿児島市、福昌寺跡・島津家

　墓地 49 歳）正面右が斉彬公、左が夫人。

105 坂本竜馬・中岡慎太朗

200吉田 茂 / 1878.9.22-1967.10.20 （東京都、

　港区、青山霊園 89 歳）

　戦前は外交官として国際事情に精通していた

　ことから、ナチスとの日独防共協定に反対し、

　日米開戦にも抗議。その為に逮捕され戦時中

　は陸軍刑務所の中だった。戦後は総理の要職

　に7 年間就く。葬儀は戦後初の国葬となった。

　左右に十字架が建つ。麻生太郎は孫。

●1957 年 2 月、防衛大学第1 回卒業式・吉田茂

の言葉「君達は自衛隊在職中、決して国民から

感謝されたり、歓迎されることなく自衛隊を終

わるかもしれない。きっと非難とか叱咤ばかり

の一生かもしれない。御苦労だと思う。しかし、

自衛隊が国民から歓迎され、ちやほやされる事

態とは、外国から攻撃されて国家存亡の時とか、



災害派遣の時とか、国民が困窮し国家が混乱に

直面している時だけなのだ。言葉を換(か)えれ

ば、君達が日陰者(ひかげもの)である時のほう

が、国民や日本は幸せなのだ。どうか、耐えて

もらいたい」

301瀬長 亀次郎 / 1907.6.10-2001.10.5 （沖縄

　県、豊見城市、瀬長家墓所 94 歳）

　太平洋戦争後、米軍占領下の沖縄で、基地建

　設のために人々の土地が奪われていくなか、　

　米軍の圧制に対して抵抗運動を展開した沖縄

　の英雄。

　沖縄のお墓は本土とは全く異なる。４月の　

　シーミー（清明祭）では、親戚一同が墓前で

　お参りと食事をする。そのため、どのお墓も

　敷地がとても広くなっている

401黒澤 明 / 1910.3.23-1998.9.6 （神奈川県、

　鎌倉市、安養院 88 歳）映画監督

　1990 年の第 62 回アカデミー賞で、スピル　

　バーグ(右)とジョージ・ルーカスから名誉賞

　を受け取ったクロサワ（80 歳）※181 ｃｍと

　長身なので迫力。

400芥川龍之介/1892.3.1-1927.7.24 （東京都、

　豊島区、慈眼寺 35 歳）

　墓石は遺言により、愛用の座布団と同じ形と

　寸法で作られており、その天頂には家紋が　

　入っている。

402相田みつを /1924.5.20-1991.12.17 （栃木

　県、足利市、法玄寺 67 歳）

　『つまづいたって いいじゃないか にんげんだ

　もの』（相田みつをの50 代後半の言葉）。

　〔墓所〕お墓は生まれ故郷の足利市、法玄寺の

　寺墓地にある。墓石の隣の石柱には「相田み

　つを此処に眠る」と刻まれていた。

403淀川 長治 / 1909.4.10-1998.11.11 （兵庫

　県、神戸市、須磨寺 89 歳）2000 映画評論家

404北大路 魯山人 / 1883.3.23-1959.12.21 　

　（京都府北区、西方寺 76 歳)2008 料理研究家

　石碑に刻まれた言葉は「春来草自生」。茶席の

　禅語で、意味は“春が来れば自然に草が生え、

　秋になれば葉が落ちるというような私たちの

　身の回りの営みの中に、生き生きと仏法が現

　れているので、特に遠くに求めたり隠れたも

　のを探したりする必要はないという、仏教の

　真髄を尋ねる問いに対する答えとして使われ

　た言葉。

405岡本 太郎 / 1911.2.26-1996.1.7 （東京都、

　府中市、多磨霊園 84 歳）

500-1　明治天皇陵（京都市伏見区　

500-2　大正天皇陵（東京都八王子市

500-3　昭和天皇陵（東京都八王子市

　先祖の墓よりも大きくしてはいけないので、　

　昭和天皇の墓所が一番小さい！

　鳥居の大きさでわかる。

510萬屋 錦之助 /1932.11.20-1997.3.10 （神奈

　川県、鎌倉市、鎌倉霊園 64 歳）

511★若山 富三郎 / 1929.9.1-1992.4.2 （東京

　都、港区、蓮乗寺 62 歳）★勝 新太郎 /　　

　1931.11.29-1997.6.21（東京　都、港区、蓮

　乗寺 65 歳）　勝新と若山富三郎は同じ墓に　

　入っている。

512松下 幸之助 / 1894.11.27-1989.4.27(和歌

　山県、和歌山市、和佐遊園 94 歳）

513二代目 桂 枝雀 / 1939.8.13-1999.4.19 　

　（兵庫県、宝塚市、中山寺 59 歳）

514横山 やすし / 1944.3.18-1996.1.21 （大阪

　府、河内長野市、南大阪霊園 51 歳）

700★ヘレン・ケラー / 1880.6.27-1968.6.1 　

　（USA、ワシントンDC 87 歳）2000 ＆ 09 社会

　事業家　★サリバン / 1866.4.14-1936.10.20

　（USA、ワシントンDC 70 歳）2000 ＆ 09 教師

　ケラー8 歳、サリバン22 歳の写真。ワシント

　ン大聖堂地下礼拝堂の一角に 2 人の墓がある。

701ゾルゲ / 1895.10.4-1944.11.7 （東京都、　

　府中市、多磨霊園 49 歳）ロシアのスパイ

　「ゾルゲとその同志たち」と彫られた墓誌。11

　名の名があり、それぞれ“刑死”“獄死”とあ

　る。死亡地は「巣鴨」「網走」など。

702アドルフ・サックス / 1814.11.6-1894.2.4

　（パリ、モンマルトル 79 歳）サックス発明者

703 ★ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ /　　　　

　1853.3.30-1890.7.29(フランス、オーヴェー

　ル 37 歳）

　★テオドール・ヴァン・ゴッホ / 1857.5.1-

　1891.1.25 （フランス、オーヴェール 33 歳）

　ゴッホ兄弟は中が良く兄のヴァンセントは働

　かずに弟のテオドールは絵具代の出していた

　くらい中の良さは有名ですが、ヴィンセント

　の自殺からわずか半年後に、衰弱した弟テオ

　ドールが心不全で死んでいたそうです。

704モネ / 1840.11.14-1926.12.5 （フランス、

　ジヴェルニー 86 歳）

　庭園に行く人は多いけれど、ここまで来る人

　は殆どいない

705ピカソ / 1881.10.25-1973.4.8 （フランス、

　ヴォーグナルグ 91 歳）

　入口の門の側に看板が。“ここはプライベー　

　ト・エリアなので、入ってはいけません”と

　のこと。

―５―



706レオナルド・ダ・ビンチ / 1452.4.15-　　

　1519.5.2 （フランス、アンボワーズ 67 歳）

707ルノアール / 1841.2.25-1919.12.3 （フラ

　ンス、エソワ 78 歳）

708フェルメール / 1632.10.31-1675.12.15 　

　（オランダ、デルフト 43 歳）

　オランダの古都デルフト。彼はこの小さな街

　に生まれ、生涯を通して一歩も街から出るこ

　ともなく、この地で眠りについた。墓の側に

　は代表作『ターバンを巻いた少女』のレプリ

　カが飾られていた。

709チャップリン / 1889.4.16-1977.12.25 （ス

　イス、ヴヴェイ 88 歳）

　“喜劇王”チャップリンは1889 年ロンドン生

　まれ。本名チャールズ・スペンサー・チャッ

　プリン。両親は共に歌手で１歳の時に離婚。

　舞台デビューは5 歳の時で、声の出ない母親

　ハンナの代役だった。10 歳で地方劇団の一座

　に入り、演技を磨いていく。12 歳、父親がア

　ルコール中毒で死去。母は心の病になり病院

　に入る。孤児院で生活し、生きる為にガラス

　職人や床屋など様々な仕事を体験した。19　

　歳、名門パントマイム劇団に入り寸劇の人気

　役者となる。21 歳、同劇団の初めての米国巡

　業が大成功し、1913 年（24 歳）の2 度目の米

　国巡業で映画プロデューサーから高く才能を

　評価され、週給150 ドルでキーストン・スタ

　ジオに入社する。これをきっかけに米国が活

　動の場になっていった。

　チャップリンの強烈な反戦平和メッセージは、

　ナチスのみならず米国を含めた世界中の軍事

　産業にも警戒され、公開当初は好意的だった

　ルーズベルト大統領までが「『独裁者』はアメ

　リカの国益を損なう」と圧力をかけた。

　大戦後に東西冷戦が始まると、ハリウッドに

　は赤狩りの嵐が吹き荒れる。1947 年（58 歳）

　のブラックコメディ『殺人狂時代』では、死

　刑台に向かう主人公に「1 人を殺せば犯罪者

　になる。100 万人を殺せば英雄になる」と戦

　争の矛盾を語らせ、アカデミー脚本賞にノミ

　ネートされたチャップリンは『モダン・タイ

　ムス』で描いた資本主義社会への風刺、『独裁

　者』の平和主義などにより、共産主義者の　

　レッテルを貼られ、非米活動調査委員会から

　何度も召喚命令を受けた。チャップリンは　

　「なぜ米国籍をとらないのか」　という記者の

　問いに「私は世界市民ですから」　と返答。　

　1952 年（63 歳）、バスター・キートンと共演

　した『ライムライト』が完成し、プレミアの

　ために英国ロンドンに向かう途中で法務長官

　から事実上の国外追放命令を受け、米国に戻

　れなくなった。ハリウッド・ウォーク・オ　

　ブ・フェームからも名前が消された。

　1977 年のクリスマスの朝、スイス・ヴェヴェ

　イの街を見渡せる村コルズィエ＝スュール＝

　ヴェヴェイの自宅で永眠。死後、金銭目的で

　墓から柩が持ち出される事件があったが、柩

　は墓地から17 キロメートル離れたレマン湖畔

　のトウモロコシ畑で発見された。後日、主犯

　のポーランド人ロマン・ワルダスと、ブルガ

　リア人ガンチョ・ガネフの2 人が逮捕された。

　ヴェヴェイのレマン湖畔にはチャップリンの

　銅像が建立され、世界各国から多くのファン

　が訪れる観光スポットの一つとなっている。

　なお、ロンドンのレスター・スクウェアにも

　同型のチャップリン立像がある。

710 ★ブルース・リー /（李小龍/ リー・シャオ

　ロン） 1940.11.27-1973.7.20 （USA、ワシン

　トン州32 歳）2000 ＆ 09 ★ブランド　ン・　

　リー / 1965.2.1-1993.3.31（USA、28歳）ブ

　ルース・リーと息子ブランドン・リーが並ぶ。

711ジェームス・ディーン /1931.2.8-1955.9.30

　（USA、インディアナ州 24 歳）

712マリリン・モンロー / 1926.6.1-1962.8.5

　（ロス、ハリウッド 36 歳）

713グレゴリー・ペック /k 1916.4.5-2003.6.12

　（USA、カリフォルニア州ロス 87 歳）

715 イースター島古墳“モアイ”/(チリ、　　　

　イースター島）あまり知られてないが、モア

　イの台座の部分はお墓。つまり先祖が村の守

　り神となり見守っている。正式名バスクア島。

800 桃太郎 /（香川県、高松市、桃太郎神社）

　左から雉（キジ）、猿、桃太郎、犬の墓。墓前

　の木札のおかげで誰の墓か分かった。

　※「犬」は岡山県犬島の住人、「猿」は香川県

　綾川町の陶芸師猿王（さるおう）、「雉」は鬼

　無町雉ヶ谷の住人とのこと！

801 金太郎 /（兵庫県、川西市、満願寺）

　金太郎は坂田金時の幼名。

近隣クラブ例会変更
5 月 26 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

5月29日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

6 月 9日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 11 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

6 月 18 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 25 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 28 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

　

―６―


