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例会日 ：

毎週火曜日
(12:30～ 13:30)
会 場 ：サンパレス
会長
佐藤
誠
副会長
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押目繁夫
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奉仕を通じて平和を
1652 回例会プログラム
12:30
開会点鐘
国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング
ターゲット唱和・四つのテスト
お客様紹介
会長挨拶・報告
新会員入会式
お客様ご挨拶
幹事報告
各委員長報告
外部卓話
出席報告
ニコニコボックス報告
13:30
閉会点鐘

第１６５２回例会
国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング
ターゲット唱和・四つのテスト
（会長エレクト 宗像英明）

≪お客様紹介≫
大宮開成高校インターアクト部の皆さん
埼玉県 2770 地区インターアクト部顧問教師副会長
顧問

町田 侃 先生

顧問

山崎 篤 先生

≪会長挨拶・報告≫
会長

佐藤 誠

本日は、大宮開成高校イン
ターアクト部の皆さんを迎
えての合同例会です。町田
先生の所へご挨拶に行きま
した時、
「みんなで来ていい
なら喜びます」とおっしゃっ
たので「ぜひ皆さんでお越しください」とお願いいた
しまたら、大勢の生徒さんに来ていただきましてあり
がとうございます。またお部屋と食事の準備をしてい
ただきましたアルピーノさんにもお礼を申し上げます。
年度が新しくなりまして、先だってガバナー公式訪問
も無事終わり同じ週には家族例会として東京スカイッ
リー見学にも多数ご参加していただきましてありがと
うございました。今年度の私の目標は、例会の出席率
を高め仲間を増やしていくことです。ここまでのとこ
ろ、７月に始まり８月のこの例会に至るまでに目標の
４０名を達成する予定です。このように毎週の例会を
楽しく充実したものにすることでより皆様の出席率を
高めていきたいと思います。本日は会員卓話というこ
とで、渋木会員からお話しをいただくことになりまし
た。１ヶ月位前に連絡をいただき、
「終戦記念日に当
たり話しがしたい」とのこと。私もとてもうれしく思
い、まさに目標としている例会の充実ということでご
協力いただきました。まして今日のお話しは「終戦記
念日に思う」というテーマで、ご自身の戦争体験を話
しなので、高校生たちにも意義のあるお話しが聞ける
と思います。ではよろしくお願いいたします。

≪新会員入会式≫
ほった

としひろ

堀田 敏広さん
部長

宮崎 和志君

インターアクト部員 ・卒業生の皆様

入会年月日：平成２４年８月２１日
事業所名：株式会社 冠木商店
ＴＥＬ：048-644-6631
ＦＡＸ：048-644-6632
推薦者：宗像会員・佐藤会長
宗像会員にバッチをつけてもらう堀田会員（右）

≪お客様挨拶≫
大宮開成高校インターアクト部顧問
町田 侃 先生
皆さんこんばんわ、うちのクラブは去年ＲＩ会長賞
を埼玉県で初めていただいたということでたいへん
活躍しております。東日本大震災での募金では３０
０万集めまして全部寄付させていただきましたたが
３年生が抜けましたが３５名ほどいます。今日はこ
んな形でお招きいただき本当にうれしく思っていま
す。私たちは顧問として控えているだけで主役は生
徒なので、生徒に一生懸命やっています。今年度で
私も定年になりますので、次は山崎先生がちゃんと
やってくれると思います。去年はこの二人が（卒業
生の石川君と市川さんを紹介）原動力になってがん
ばってくれましたが、今年もそれを引き継ぎしっか
りとした部長・副部長がおりますのでわが部は安泰
だと思います。

８月の誕生日 祝
大渕 さくら会員
お誕生日おめでとうございます。
事務局の須永さんお手製のプレ
ゼントを会長から。

≪幹事報告≫
幹事
押目 繁夫
・本日、理事会がございまして先日ガバナー訪問
の時にビジターとしてお越しいただいた藤井フ
ヂ子様が会員ということで承認されました。
・訃報のお知らせです、第２０代２７７０地区ガ
バナーの飯野雪男様８月１９日にお亡くなりに
なりました。謹んでご冥福お祈りいたします。
葬儀の日程は回覧でご覧下さい。
・大宮開成高校卒業生の市川綾香さんからお土産
をいただきました。どうもありがとうございま
した。

≪各委員長報告≫
親睦委員長 片岡 隆史
大宮開成高校インターアクト部部長
宮崎 和志君
皆さんこんばんは、部長（３年生）の宮崎和志です。
今回はこのようなお時間をいただきましてありがとう
ございます。インターアクト部では、
「さりげないやさ
しさ」をモットーに社会奉仕・地域活動・国際交流と
たきに渡る活動続けています。１年生で初めて行った
あしなが募金では、それまで募金をすることはあって
も、お願いす立場のなったのは初めてでとても新鮮な
気持ちでした。その後もさまざまな募金運動や国際交
流フェスタのボランティア・老人ホームのお手伝い・
インターアクトの年次大会・やどかりの里のバザー・
国境なき医師団への募金活動・などたくさんやってき
ました。また東日本大震災については、起きた数日後
から街頭募金を始め３００万という成果を上げました。
そのうちの２００万円を日本赤十字社に寄付させてい
ただきました。旧騎西高校に避難している双葉町の
方々の所へも千羽鶴とビデオレターを持参して行きま
した。２年生後期に５泊６日で国際ＲＣ２７７０地区
韓国派遣研修にいかせていただきました。５５名の訪
韓団と共に韓国で学び交流を深め楽しい時間を過ごさ
せていただきました。この経験は自分の中でも大きな
ものとなりました。まさに「百聞は一見にしかず」と
いいますが本当に実感してきました。今年度は８月１
９・２０日と行われた第２５回インターアクト年次大
会は２年間の集大成としてに臨み無事終えることがで
きました。年次大会を始めとしてスポンサーとして数
多くのご支援をいただき大宮南ＲＣの皆様に感謝を申
し上げます。ありがとうございました。

８月４日東京スカイツリー
見学で家族例会を行いました。
３０名参加、見学後浅草のう
なぎや「川又」で食事をいた
しました。皆様ご参加ありがとうございました。

会員卓話
「終戦記念日に思う」

渋木 裕明会員

皆さんこんばんわ
先週８月１５日は戦後６７
年目の終戦記念日でござい
ました。私はこの日を迎え
るたびに当時の厳しく苦し
かった思い出が脳裏に蘇っ
てまいります。この体験を後世に語り継ぐことが私
の役目と考え今日は貴重なお時間をいただきました
太平洋戦争も末期を迎え、南にガダルカナルが落ち
北にアッツ島が玉砕しマリアナ諸島のサイパン・グ
ァム・テニアンも米軍の前線基地と変わり、サイパ
ンを基地とするＢ２９がサイパン東京 2200 キロを一
気飛んで頻繁にやってきました。３月１０日の東京
下町大空襲からは様相が一変し米空軍は非戦闘員を
対象とする無差別焼夷弾爆撃へと踏み切ったのです。
（中略）Ｂ29 爆撃機が東京の空へ次々と侵入してき
て焼夷弾の雨があたかも金銀の帯を撒き散らすが如
くキラキラと降り注ぎました。２時間半足らずの空
爆で約３百数十機のＢ29 が２５万発近い焼夷弾を雨
あられの如く投下したのです。
（中略）背中に背負っ
た乳飲み子が死んでるのに気付かず大切な子どもを
なんとか助けようと逃げ惑う母親、昨日まで団らん
のうちに過ごした家族の大半を失った家庭、東京下
町は焼け焦げた死体の山となり戦争のむごたらしさ
ものでした。我が家でも、東京の本郷に住んでいた

外部卓話 陸上自衛隊大宮駐屯地広報美長
伯父、伯母一家が焼け出されて大宮まで徒歩で命か
らがら避難してきました。煙にやられて目が殆ど見
えず全身やけどを負っていました。この空爆で４０
平方キロ約２５万軒の家が焼かれ、８万人から１０
万人の都民が死亡し４万人が火傷を受け約１００万
人が家を失ったと伝えられています。この空襲の後
名古屋・大阪・神戸などにも襲撃しました。大宮の
町が空襲を受けたのは４月だったと思います。大宮
宮町、土手町、大宮駅東口に向かって右手、中央通
通りから今の大栄橋、当時はらんかん橋という人が
渡る誇線橋でしたが鉄道線路と旧中山道に挟まれた
一帯が火の海でした。私の家は大宮駅東口埼玉りそ
な大宮支店の駐車場になっている場所に在りました
ので当然燃えると覚悟を決めましたが、幸い旧中仙
道のラインで食い止められ延焼を免れました。また
８月空襲警報下の或る日、自宅の裏口を一歩出よう
とした時突然北の方角真正面から両翼の機関砲から
火を吹きながら敵の戦艦機が突っ込んできました。
やられた！と思いましたが弾はそれて先にある機関
庫に当たりました。（高校の同窓生で作った文集を朗
読）食べるものはさつま芋の雑炊などでした。あの
時代を思い返すと食糧や物資の豊かなそして自由に
ものの言える今の時代の何と幸せなことか。戦争で
命を失うことの痛ましさを決してこれからの長い人
生を生きていく若者たち、子どもたちに経験させて
はなりません。戦争中は「国の為に死ね」と言われ
ましたそして若者たちは国を守り家族を守る為の戦
いだと信じて戦場に赴いて行きました。しかし戦後
振り返ってみて彼らの死はいったいなんだったんで
しょうか。空しさ、やりきれなさが胸を打ちます。
今日は、実際に戦場に赴き命を賭けて戦った大人た
ちに較ぶべくもありませんが戦時を子どもとして過
ごした年代のひとりとして、当時の思い出を何かの
お役に立てればと思い貴重なお時間をお借りしてお
話しいたしました。ご清聴ありがとうございました。

≪出席報告≫
会員数３９名

出席者数１９名

本日の合計

出席率 48,81％

￥１９０００

全員スマイル
司会者：ＳＡＡ 鎌田 晃

第 １６５３例 会
８月２８日（火）サンパレス

12:30 点鐘

三等陸佐

柳田幸春 様

