
◆会員誕生日 吉岡 一眞 森 照明

小坂 啓子 澤原慎太郎

◆配偶者誕生日 菅 義尚 市川 重雄

朝比奈勝也 下山 生修

2011年12月15日第2316回

◆ソング：我等の生業

◆食 事：軽食

◆特別スマイル

・お陰様にて前半を無事に終えることが出来まし

た。一重に皆様の御協力の賜物です。

（下山生修)

・忘年家族例会に今年も9名参加させて頂きました。

孫達が沢山プレゼントをもらって喜んでおりま

した。有難うございました。 (本庄純夫)

・11月29日全国暴力追放大会に於いて警察庁長官

表彰銀賞を受賞致しました。 (原田一平)

・忘年家族例会皆様多数御参加頂き有難うござい

ました。当日は私の誕生日でもありました。

(堀越賢二)

・12月8日第351回たけの子会コンペで優勝しまし

た。次回も優勝します。 (土居敏昭)

幹事 朝比奈 勝也

・ポリオ2億ドルチャレンジについて

ガバナー 田村泰三

・ラビットクロカンＩＮ大久野島御礼

・国際基督教大学東ケ崎潔記念ダイアログハウス

御献金お願い

・2012年新春互礼会ご案内 竹原青年会議所

日時 平成24年1月14(土)19：00

場所 大広苑

・4クラブ合同例会ご案内 瀬戸田ＲＣ

日時 平成24年3月14日(水)

場所 瀬戸田市民館多目的ホール

◆親睦活動委員会 委員長 堀越 賢二

12月11日(日)大広苑に於いて開催した忘年家族例

会には多数のご出席を賜り誠に有難うございまし

た。市川会員には出席者全員へクリスマスケーキ

を御提供頂き有難うございました。又、子供達へ

のプレゼントを大成会員、三好会員から御提供頂

きました。

◆ＳＡＡ 夜船 正昭

2012年1月5日(木)18：30より大広苑に於いて新年

互礼会を開催致します。
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前半を振り返って

会長 下山 生修

本日の例会で私の年度は半分

を迎えます。6月のリハーサル

月間がスタートして前半が終

了しましたので時系列に振り

返ってみます。正に光陰矢の如しです。SAAの夜船

さんの監督のもと、本日までスムーズに例会等が

進行できたことに感謝致しております。

前年度分として、6月は9日に職場例会を福山陸運

事務所で開催致しました。車検が流れ作業で進む

ことに驚異を覚えました。第三例会は三原RCより

上田ガバナー補佐及びガバナー補佐幹事の来訪を

受け、親しくガバナー公式訪問のレクチャーを受

けました。18日には「青少年の主張」を市民館に

て市内中学生の迫力ある主張を聞かせてもらい、

青少年の意気を感じました。24日には佐々木会長

の代理で、まつり協会の総会に出席、26日は的場

清掃に参加、30日はお別れ例会と立て続けにリハー

サル月間も大忙しでした。

7月1日市長・教育長への就任挨拶。7日会長・幹事

方針発表と愈々本番始動開始。14日、各委員長計

画発表。23日芸南水泳大会出席、記録更新者１名

でした。

この月、私から会員の皆様に座右の銘を披瀝する

ことを提案致し、順次御披露頂いております。こ

れは会員一人一人が生きてきた本分をオープンに

して頂くことで、その人の生き様が良く理解でき

ることからご提言した次第です。

8月18日第三例回にて会員増強委員長の佐藤委員長

から横断的増強プロジェクト実施の説明があり、

爾来若手を対象とした会員増強のキャンペーンを

展開中であります。8月17日安芸津の夏まつり実行

委員会があり、これに出席。20日あいにくの雨、

安芸津の夏まつりに皆さんと出席参加。

25日、大久野島での納涼家族例会実施、義本支配

人より3.11震災の影響で入会が遅れている旨説明

がありました。26日竹原市暴力団追放市民協議会

に出席、27日地区指導者育成セミナーに佐藤会員

増強委員長、吉本財団委員長共々出席して参りま

した。

テーマは①ロータリークラブは誰の何の為のクラ

ブなのか②これからのロータリークラブについて

③増強に関する点、でありました。

9月1日新入会員夜間研修会にて、藤中、本庄、吉

岡研修リーダーのレクチャー及び討議がなされま

した。8日新世代奉仕担当にて鴨宮委員長の肝いり

のもと、東克哉氏の卓話がありました。15日職場

例会として道の駅にて実施、先方のレストランラ

ンチを試食致しました。19日東広島市安芸津町敬

老会出席、25日体力テストふれあいスポーツ大会

出席。29日上田ガバナー補佐プレ公式訪問があり、

ガバナー公式訪問の打ち合わせ及びクラブアッセ

ンブリーの実施。10月3日共同募金運動を竹原駅等

にて実施。6日田村ガバナー公式訪問、田村ガバナー

を筆頭に金井随行幹事、上田ガバナー補佐、中川

補佐幹事が来訪されました。RLI方式にてクラブフォー

ラムを行い、クラブ協議会も出席され熱心な討議

が行われました。この時、第7回米山功労クラブと

して感謝状を授与して頂きました。10月15～16日

地区大会にて柳井へ、会員以下17名が出席、柳井

中のホテルを駆使した大会でございました。17日

竹原市キャリアウィークスタート実行委員会に出

席。会員事業所への参加を求められました。20日

第三例会地区大会参加者の概要報告、22日竹原青

年会議所(JC)45周年記念総会出席、JCメンバーへ

の入会勧誘を展開しました。27日月見家族例会を

広島エアポートホテルにて開催、41名出席。

11月12日グループ9財団研修会がポポロにて開催、

荒谷エレクト、本庄委員長共々出席しました。田

村ガバナー、ガバナーエレクトを含め地区役員の

出席があり、未来の夢計画について活発なディス

カッションが行われました。19～20日RYLA実施、

東克哉氏に御参加頂きました。24日新世代奉仕と

して東氏が卓話にてRYLAの報告。

12月11日忘年家族例会を大広苑にて盛況裡に開催、

67名出席。以上無事に終えることが出来ました。

年明けから始まる後半へ向けて会員の皆様の絶大

なるサポートをお願いして前半の総括と致します。

会員 佐渡 文武

座右の銘と云ったものは別にあ

りませんが、私は家業に携わっ

て60年余りになりますが、なに

ぶん自然を相手の職業でありま

すから、仕事も収穫もお天気次

第と云ったのんびりしたところは昔も今も余り変

わっていません。こうした環境からかももしれま

せんが私は何時も「急ぐな、焦るな」を念頭にボ

ツボツ歩いて何時の間にか82才、山に例えれば八

合目にやっと辿りつきホット一息ついている思い

であります。そうは云ってもイライラするし、急

いだり、焦ったりして思うようにならず色々あり

ましたが、昔の人は「急いではことを仕損じる」

「焦りは禁物」とよく云ったものです。これから

は自戒を込めて元気であれば頂上を目指して歩き

続けたいと思いますので今後も宜しくお願い致し



ます。

今日は折角時間を頂きましたので、「久野島」の

話をさせて頂きます。戦後65周年の記念事業とし

て、再び戦争を繰り返さない為に毒ガス工場にか

かわった方々の証言を元に「大久野島毒ガス障害

その実相と継承」の記念誌が発刊されました。

その記録記事によりますと、この地に毒ガス工場

の設立が決まったのは、昭和2年8月であります。

3戸の住民民有地がありましたが、買収立退きが容

易であること、離れ小島で化学兵器の製造・研究

が便利であること、宇品に陸運の輸送部隊があっ

たということで当地に決まったということです。

今の時代なら反対運動もあるかもしれませんが、

当時は住民民有地も強制立退きであったようです。

開所式は昭和4年5月19日、私の生年月日と余り変

わりませんが、当時の従業員は80名でありました。

昭和12年支那事変発生後、急成長して従業員数2,0

00人を超え各設備も工場も増強されました。

更に太平洋戦争が勃発する昭和16年頃、最盛期を

迎え、労働力の不足が深刻になり「学徒動員令」

により近隣の9校から、13才～17才の女学生、中学

生、国民学校高等科の生徒1,156名が次々と動員さ

れました。

最盛期にこの製造所で働いた従業員は、徴用工、

学徒併せて5,000人とも6,000人とも云われていま

すが、陸軍省マル秘資料によりますと、全部併せ

て1,383人と記されています。

島内の作業は、雑用係のようなもので、山林の防

火帯つくり、工場の撤去作業、タコツボ堀り、防

空壕掘りの土だし作業等。後半になると、発炎筒

の充填作業、風船爆弾、発電所のタービン清掃作

業等、なんでもやりました。やがて8月15日の終戦

を迎え、各学校へ復帰致しました。

(追記)

学校別動員数

忠海高等女学校 321名

竹原高等女学校 47名

安芸津高等女学校 100名

幸崎国民学校高等科 100名

吉名国民学校高等科 50名

忠海中学校 296名

瀬戸田高等女学校 118名

大乗国民学校高等科 24名

忠海国民学校高等科 100名

合計9校 1,156名

『沖縄防衛の一考案』

会員 大田 嘉弘

「八原戦略を徹底すれば沖縄は終

戦まで確保できたか」と云えばYES

である。

八原大佐は生きていれば110才ぐら

いで、沖縄第32軍の作戦主任参謀

であった。鳥取中学出身で、陸士、陸大、米国駐

在の大秀才で晩年は鎌倉に住み私は二度会ってい

る。もちろん、優秀な軍人であったが学者タイプ

の人柄であった。

昭和54年に出版した「沖縄作戦の統帥」の主人公

である。沖縄防衛軍の第32軍は八原大佐の作戦計

画に従って4月1日の米軍上陸後、専守防衛主義に

よって米軍に日本軍以上の損害を与えながら頑張っ

ていた。

ところが、日本軍上層部の強要によって5月4日、

一転して攻撃に出ざるを得なくなって大きな損害

を生じて敗比し、6月23日玉砕した。この攻撃によっ

て失った兵力は精鋭約5,000名で砲兵弾薬大多数撃

ち尽くした。

この攻勢をとらず専守防衛すれば沖縄守備軍の約

四分の一が残り、終戦まで沖縄は防衛できたであ

ろうというのが私の考えである。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２５名 ３名 ５名 ２名 85.71％



2012年1月5日第2317回 新年互礼会

◆ソング：国歌・奉仕の理想

会長 下山 生修

皆さん、新年明けましておめでとうございます。

今年は干支でいえば「辰」、みづのえたつと申し

ます。年男は私を含め四名いらっしゃるそうです。

ネットを見れば、生命のない残物を清算して地な

らしを行い、新たな生長を行う待機の状態である

と謂います。

高島易断は今年の経済を「亨りて 貞しきに 利

あり」と読んでおります。

つまり、正しい道「本義」を固く守り進むものは

慶び事が重なって嬉しい限りと解釈しております。

これは企業のＭ＆Ａのみならず、個人の技、技術

や経験、そしてイノベーションの覚醒を積極的に

行えとも解釈できます。

この新しい年を、皆さん頑張りましょう。

幹事 朝比奈 勝也

・タイ洪水被害義援金2710地区総額2,413,563円

・第四期RLI-2710分科会研修パート1ご案内

日時 平成24年2月12日(日)

場所 広島都市学園大学

・RIJYEC維持協力金依頼 一人100円

・平成24年竹原市成人式ご案内

日時 平成24年1月7日(土)

・2011－12年度広報補助金プロジェクト

広島東RC申請 RCCでCM放映

本庄純夫、川本照夫、下山生修、吉田卓司

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２８名 ０名 ５名 ２名 85.3％


