
□点 鐘

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：鴨宮副会長

□会員数：３６名 □出席者：２９名

□欠席者： ３名 □免除者： ３名

□メイク： １名 □出席率：９１．１８％

□会員誕生日 …木村、永瀧

□配偶者誕生日…藤中

□結婚記念日 …久藤

□事業所創立 …中川、鴨宮

永瀧英一会員

会長 久藤 孝仁

8月23日ホテルグランヴィア広島に於きまして、13

時より地区指導者育成セミナープログラムが開催さ

れました。竹原RCからは、市川ガバナー補佐、木村

補佐幹事、大森財団委員長、土居委員長、久藤と参

加いたしました。

会員増強部門では、第2730地区安満（あま）PG、RI

第3ゾーンロータリーコーディネーターによる「会

員増強の充実」と題した講演があり、ロータリー財

団部門では、第2640地区村上PG、RI第3ゾーンロー

タリー財団地域コーディネーターによる「ロータリー

財団の歴史と現状」との題目の講演、合同本会議で

は、元RI理事、南園PGによる「戦略計画とクラブ活

動」と題した基調講演がありました。

RIも将来の活動、会員数で大変苦慮している。ロー

タリー100年の歴史を受け将来にどのように発展さ

せて行くか、会員数の減少に於いても、なぜ退会す

るのか、どうしたら良いのか、ロータリーの良さは

何なのかをしっかり構築していかなくてはならない。

それにはまず「ロータリークラブ」とは何なのかと

いう事を適格に端的に表現しなくてはならない。

『ロータリーとは、地域や人々の幸せを願って人道

的奉仕を行い、あらゆる職業において高度の倫理的

水準を守ることを推奨し、かつ世界親善と平和を目

指して活動するリーダー達の集まりである』という

職業奉仕を特徴とし、人道的な活動をするリーダー

の集まりであると定義されます。

また、そのリーダーシップは縦のリーダーシップで

はなく、横の協調性のあるリーダーシップが大切で

ある。RI戦略計画の基本方針は〈クラブ活動の原点

に立ち返る〉いわゆる本質的な活動に立ち返ること

が必要である。そして〈効果的な奉仕活動の推進〉、

〈公共や社会における存在感の高揚〉であります。

いわゆる社会、地域との協調を認識し、クラブの原

点に立ち返ることが重要ではないか。ロータリーの

理念、原点は、中核的価値観（core values）の、

〈奉仕〉〈親睦〉〈多様性〉〈高潔性〉〈リーダー

シップ〉の五つに表され、優先事項と行動の指針と

なる組織の基本原則を表すものである。

では奉仕とはどのような定義なのか。RIの公式分は

では、「ロータリーの奉仕活動とプログラムは更な

る世界理解と平和をもたらすものである。奉仕はロー

タリーの使命の中でも最も重要なものである。私た

ちは各クラブの計画と実践活動を通じて奉仕するも

のに無類の喜びを与え、組織全体に奉仕の文化を作

り出している。」というものであります。

では、親睦とは、「一人ひとりのニーズに焦点を当
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てる個人奉仕だけでなく、人類に奉仕する共同活

動も重要であると私たちは信じている。協同によ

る力は無限であり、多くのリソースをもたらし、

人生を豊かにし、視野を広げるものである。親睦

は民族や国家といったさまざまな違いを超え、寛

容の精神を導くものである。」と書かれています。

〈多様性〉「ロータリーは奉仕の理念のもとに全

ての人々を世界的に結束させることが出来ると私

たちは信じている。会員組織に於いて、また活動

や奉仕に於いて私たちは職業の多様性を大切にし

ている。将来の繁栄の鍵を握るのは地域社会の事

業や専門職を反映したクラブである。」

〈高潔性〉「私たちは活動の結果や目標達成の過

程において責任を守り、また、私達のリーダーや

仲間の会員もそうであることを期待している。私

たちは、仕事や人間関係において常に倫理と職業

の高い水準を固く守っている。私たちは公平さと

尊敬の念を持ちながら人々と付き合い、託された

リソースを良心に従って管理している。」

〈リーダーシップ〉「ロータリーは様々な分野で

指導力を発揮できる世界的なリーダーの集まりで

ある。私たちはこの様なリーダーシップを育むこ

とが重要であり、ロータリー会員が優れたリーダー

シップの素質を備えていると信じている。ロータ

リアンである私たちはこれ等の中核的価値観を率

先して実行するリーダーである。」

ロータリーの奉仕は「理想と実践の調和」である。

理想なき実践は暴挙であり、実践なき理想は空虚

である。と言うように、実践が重要で有り、各ク

ラブの自主性が重要である。RIの戦略計画の調査

に於いても、アンケートの結果、世界の会員数の

約90％の会員が戦略計画を支持している。そのア

ンケートの調査の第一に、会員減少に対する懸念

が挙げられます。

将来への重点目標の中には、・ロータリー組織の

効率化、機能化・RI戦略計画の推進、・ロータリー

財団の強化が挙げられています。そこで、今回の

部門別の「増強」「財団」が重要課題である。

増強に於きましては、一人一人の気持ちが重要で

新会員の推薦はクラブへの恩返しであると認識し、

率先して会員増強に当たる。

また、印象的な話の中では、クラブへの入会を案

内する為の活動内容や会費、また、新入会員が入

会したいと思うような魅力あるクラブであるパン

フレットを作って下さいと言う事でした。

自クラブがいかに魅力有るか、地域に必要とされ

るクラブで有るかを問い、適正な広報活動を行い、

公共イメージの向上を図り、活発なクラブ作りを

行い、増強に尽力して各クラブが発展して行くよ

うに。また、自クラブの長期戦略計画委員会を設

置して、全員参加で活動に当たって下さいとのこ

とでした。

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会

委員長 大森 寛

8月23日地区指導者育成セミナー財団部門へ出席し

て参りました。しっかり寄付して、しっかり財団

の地区補助金を使って下さいとのことです。人道

的でないものへは地区補助金は利用できません。

財団寄付の実績は、当クラブは2710地区74クラブ

中、2013-14年度は61位、2014-15年度は61位とい

う成績でした。今年度もご寄付の方宜しくお願い

致します。

□会員増強委員会 委員長 本庄 純夫

本日新入会員推薦書を配布させて頂きましたので

推薦者を記入の上9月末までにご提出くださいます

ようお願い致します。クラブ存続の為、会員の維

持・増強は会員の宿命・課題ですのでよろしくお

願い致します。

会員 木村 安伸

私は、27日に後期高齢者2年

生に入り、また来る10月6日

で当クラブ入会満10年を迎え

ます。よくもここまで続いた

ものだと思いますが、これか

らもロータリーの超我の奉仕、

倫理実践運動に加わって行き

ますので、宜しくお願いします。

今年は戦後70年という節目に当り、70回目の原爆

の日を迎えた広島市と長崎市では、それぞれに平

和祈念式典が開催されました。また、国内外から

注目を集めていた安倍首相の「戦後70年談話」も

発表されました。

さて、これから私は、月刊誌「致知」6月号の“致

知随想欄”に掲載されている市内西野町に在住の

杜氏で下見勝二氏の投稿を紹介させて頂きます。

『戦争は各々の心の中にある』

下見 勝二

私は戦後、半世紀以上にわたり酒造りに携わっ

てまいりました。生きるのに一所懸命の毎日でし

たが、おかげさまで杜氏として新酒鑑評会で二十

回金賞をいただき、平成十三年には黄綬褒章叙勲

の栄誉にも浴しました。

恵まれた人生に感謝する一方、年齢を重ねるに

つれ心の中で膨らんでくる思いがありました。そ

れは先の戦争で逝った仲間たちのこと、そして平

和の大切さを訴えたいという思いでした。

昭和十八年、私は十六歳で陸軍飛行学校に入校

しました。叔父が将校だった関係もあり、飛行機

に憧れて志願しました。同期入隊五百人、その翌

年は千五百と、軍が多数の若者を入隊させたのに

はわけがありました。

緒戦こそ善戦した日本でしたが、物量の豊富な

アメリカに次第に押し返され、追い込まれていま

した。苦肉の策として浮上したのが特攻。つまり

私たちは、航空機で米艦に捨て身の体当たりを敢

行する要員として集められたのです。
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行き着く先にあるのは確実な死―。航空隊員と

して戦う決意はもちろんありましたが、特攻作戦

は極秘とされていたため、待ち受ける過酷な運命

を私たちは知る由もありませんでした。

航空隊では、まず東洋一と謳われた福岡の陸軍

大刀洗飛行場で一年間の基礎訓練。翌年の四月に

は韓国の大邱に移り、本格的な飛行訓練が始まり

ました。戦局の悪化でパイロットの養成は愁眉の

急となり、二年かかるところを一年に短縮された

訓練は過酷を極めました。

最初は「赤とんぼ」と呼ばれる複葉複座初等練

習機で、助教同乗のもと離着陸水平飛行、編隊飛

行といった操作の基本を学びました。人間は高度

が高くなると記憶が途切れることもあり、操作を

誤るとすかさず後ろにいた助教に「馬鹿野郎!」と

怒鳴りつけられました。それでも二か月ほどで単

独飛行へと進み、六か月後には主力の一式戦闘機

に乗り換えて高度な実戦訓練に入りました。

当初は空中戦を想定し、急上昇して敵機の上か

ら機銃を撃つ訓練をしていました。しかし終盤に

は、標的に向けて真っすぐに急降下する訓練が繰

り返されました。練習機の操縦室は手振りで僚機

と合図を交わすため、前面に風防のガラスがある

だけで横と上部は剝き出しでした。上昇中はエン

ジンの温もりがあるものの、高度七千㍍くらいに

達すると歯の根も合わないほど寒くなります。ま

た急降下の時には頭の血が下がって目の前が真っ

暗になり、運転を誤って命を落とす仲間が何人か

いました。夢にまで見た操縦でしたが、運転を楽

しむ余裕など全くありませんでした。

そのうち仲間が次々と鹿児島の知覧の基地へ送

られ始め、本当の任務が薄々分かってきました。

愛国精神を叩き込まれていた私たちに悲壮感はあ

りませんでしたが、夜一人になると脳裏に浮かぶ

のは懐かしい故郷の風景と母の笑顔。それでも目

が覚めれば、また気持ちを奮い立たせて訓練に向

かう。生きたいという欲求はほとんど失せていま

した。

ところが忘れもしない昭和二十年八月十五日。

天皇陛下のお言葉がラジオから流され、戦争は終

わりました。私は大邱で米軍の本土上陸を阻止す

る部隊に配属されていて、とうとう出撃の機会を

得られなかったのです。

知覧から出撃散華した人は千人を超え、その中

に大刀洗の僚友五十三名が含まれていたことを知っ

たのは、竹原に復員してからのことでした。南方

で戦死した兄のことも含め、皆のことを思うと何

も手につきませんでしたが、生きていくため、農

業に携わりながら酒造りに打ち込むようになりま

した。あの死と隣り合わせの日々を思えば、どん

な苦労も平気でしたが、仲間たちとの運命の隔た

りは私の心に重くのしかかり続けました。

救いとなったのは、知覧で富屋食堂を営んでお

られた鳥濱トメさんにお目に掛かる機会を得たこ

とです。

出撃前の特攻隊員たちを親身に世話し続けてい

たトメさんは、「特攻の母」と慕われた有名な方

でしたが、知覧に行ったことがない私は面識があ

りませんでした。しかし、昭和四十七年、知覧の

慰霊祭の時に百名の仲間と開催した同期会に。既

に老齢のトメさんが病を押し、杖を突いてご参加

くださり、挨拶をしてくださったのです。私はそ

の慈愛に満ちた笑顔に接した途端、万感の思いが

胸に迫り、止めどなく涙が溢れました。仲間たち

はこの方から惜しみなく愛情を注がれて出撃して

行ったのだと思うと、心救われるようでした。

戦後は生きていくのに精いっぱいで、戦争にま

つわる諸々のことはずっと心の奥深くに封印して

きました。しかし先般、太刀洗の平和記念館が新

築されたのを機に、当時の写真や書簡を寄贈し、

戦争の語り部として活動することを決意しました。

ただ口先で「戦争反対」を叫ぶだけでは、真の

平和は実現しません。私が最も訴えたいのは、戦

争は各々の心の中にあるということです。仲間た

ちの辿った過酷な運命や、私自身の体験を通じて、

一人でも多くの方が自分本位な生き方を改め、ま

ずは家族や身近な人々と温かい関係(強い絆)を築

いていく、そしてその輪を徐々に広げていくこと

により、争いを回避することができると考えてい

るのです。

私たちはともに生きるという共同意識が必要で

す。しかし人間には自分が生きるという本能があ

り、この矛盾を苛むのです。それを解決するには、

皆が道徳意識を持ち、戦後廃れたこの意識を教育

により取り戻さなければと非常に危惧しています。

散っていった仲間への思いを胸に、命ある限り

平和の尊さを語り続けたいと願っています。

□日 時 平成27年9月3日（木）

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①ガバナー補佐活動費の件 承認

スマイルより20万円

②故大田嘉弘会員へ記念品の件 承認

感謝状、記念品

③大田様から志10万円の件 承認

竹原ロータリークラブ基金へ入金

④例会出席免除延長の件 承認

三好会員 9月末まで

⑤納涼例会決算の件 承認

⑥月見例会の件 承認

日 時 10月15日(木)

場 所 黒浜

登録料 会員 5,000円 配偶者 3,000円

⑦例会プログラム変更 承認

変更後 10月 8日→会員組織委員会担当例会

変更後 10月15日→月見例会

⑧会員研修会（全員）の件 承認

日 時 10月8日(木)18時より

場 所 大広苑

登録料 3,000円

⑨没後50年 池田勇人展開会式 承認

日時 10月24日(土) 鴨宮副会長出席
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