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◎司 会              西山俊雄ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング        『我らの生業』 

◎ソングリーダー       横尾博之合唱委員 

◎ゲスト  ・故林田会員ご夫人  林田喜美江様 

      ・故林田会員ご子息  林田喜利人様 

◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ ・第７ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 半澤 剛様 

       ・次年度第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ南ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

下山清隆様 

◎出席報告            山田哲也出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

34(6)名 29(6)名 85.2% 94.1%  78.4% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

6/7・12 地区米山委員長会議   佐々部宣宏会員 

6/15 セブポートセンターＲＣセレモニー出席 

    天野憲二会員 櫻井富雄会員 佐々部宣宏会員 

    平山滋也会員 宮下賢会員 

6/7  活動計画書作成 

青柳民朗会員 海野俊彦会員 大井和子会員 

    大橋三郎会員 坂巻照代会員 橋浦重己会員 

    宮下賢会員 (大 塚 さん ) 

6/23 活動計画書作成予定 

海野俊彦会員 大井和子会員 高栁良作会員 

     橋浦重己会員 宮下賢会員  (大 塚 さん ) 

前月（５月）メークアップ１００％ 

 大橋三郎会員 北見丈治会員 佐々部宣宏会員 

根本雄一会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝)   青柳民朗委員 

＊ 配偶者誕生日祝      阿曽苑生様(１４日) 

                    西 山 けえ様(１６日) 

＊ 会員入会記念日祝     根本雄一会員(１３日) 

 ニコニコボックス本日合計 ６４，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １，４５１，１００円 

 

◎米山チャリティボックス     

佐々部地区米山記念奨学金増進副委員長 

天野憲二会員 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 

橋浦重己会員 宮下賢会員  ５名 

櫻井会員は米山功労賞となりました。 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ２８，０００円 

米山チャリティボックス累計 ２６８，０００円    



◎ 故林田会員ご子息  林田喜利人様より 

 

 

 

 

 

先日は、父林田利治の葬儀の際には多くの

皆様にご会葬・ご臨席頂き、又、多くのご厚誼を

賜りまして誠に有難うございました。父は事故で

瀕死の重傷を負ったりしましたが、その度生き永

らえ元気に復活を遂げていました。今回は入院

後翌々日に逝ってしまったので、皆様を驚かせ

てしまいました。生前父はこのロータリークラブ

に出席させて頂くことを非常に楽しみにしており

ました。皆様には大変お世話になりご迷惑をお

掛けすることがあったと思いますが、父にお付き

合い下さり有難うございました。これからも皆様

のご健康と横浜港南ロータリークラブの益々の

ご活躍をお祈りいたします。 

 

◎会長報告            

①阪神タイガースの山脇浩治スコアラーがエスカレータ

ーでの盗撮で逮捕されました。歩きスマホはご注意

下さい。 

②６月１３日は鉄人の日。先日亡くなった衣笠祥雄さん

が１９８７年に２１３１試合連続出場を記録しました。 

③来週は最終例会ですが、上着着用でもクールビスで

も大丈夫です。 

 

◎幹事報告 

①本日は今期この会場での最後の例会です。お忘れ

物がないようお願いします。 

②来週の最終例会は『ロイヤルパークホテル』です。お

間違えないようお願いします。 

 

◎第７グループガバナー補佐 半澤剛様 

今年一年があっという間に過ぎました。いろいろな方に

お会いし、たくさんの事を学びました。皆さんには心か

ら感謝申し上げます。この一年本当に有難うございまし

た。 

 

◎次年度第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ南ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 下山清隆様 

第７グループは６月３０日を持ちまして終了します。 

次年度は第５と一緒になり第５南でスタートします。  

次年度の交換留学生は８人なので、次年度だけは変

則でガバナーが２人となり、次々年度からは１１グルー

プ一体で運営させて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

◎委員会報告  

①協賛金のお願い             大井和子会員 

７月２８日(土)に『桜岡小学校』にて『縁日と映画の夕

べ』を行います。一口５，０００円ですが一口以上の

協賛金に是非ご協力お願いします。 

②活動計画書                宮下次期会長 

６月７日にご参加頂いた皆さん有難うございました。

残りは２３日に仕上げる予定です。 

③セブポートセンターＲＣ訪問      宮下次期会長 

 ６月１５～１９日まで会長就任式に私と櫻井次期国際

奉仕委員長・天野会員・平山会員・佐々部会員で行っ

てきます。寄付１０万円。井戸掘り事業協力１０万円。

セブとの共同事業として皆さんが積み立てている合計 

２３万円。３種類の寄付を持っていきます。奉仕活動も

見学できるので、帰国後にご報告させて頂きます。 

 



◎『９１歳』                   福嶋昭会員 

 

 

 

 

 

私は今年の４月で満９１歳になりました。これまでの

間の出来事で印象に残ったことをお話したいと思いま

す。 

 一番印象に残っているのは、今から７３年位前の大東

亜戦争が終わる頃、私は中学５年生でした。当時はい

つアメリカの軍隊が上陸してくるかわからない非常に危

険な時代でした。私達は学校に行く暇はなく、組単位で

与えられた勤労奉仕をしていました。私は川崎の日立

航空機という飛行機の部品を作っている会社に担任と

一緒に行かされ、５時まで手伝いをしました。働き盛り

の社員の殆どは戦争に行き、残っているのは年寄りと

女子事務員でした。 

当時は空襲が絶えず報告されましたが、川崎や横浜は

ありませんでした。ところが秋になった頃、５時に会社を

出て横浜駅に着く頃、川崎が空襲に遭いました。空襲

には爆弾(破壊)と焼夷弾（火災）がありますが、川崎は

爆弾で建物は跡形もありませんでした。私達があと３０

分遅かったら、全滅していたと思います。 

次に子安に日本造船という会社があり、木造船の船

を作っておりました。当時の日本海軍は殆どアメリカに

撃沈され、潜水艦・戦艦・航空母艦はなく、敵が来たら

木造船に魚雷を積んで、人間魚雷となり敵にぶつかり

ました。直接船は作りませんでしたが、板を作ったり雑

用の手伝位を昭和１９年１０月頃までやっていました。

日本の軍隊は南や遠くに行き、日本の内地に軍人は少

ししかいませんでした。学徒出陣ということで、大学生

に希望者を募り、軍隊の仲間入りで日本の防衛に当た

りました。 

私達は学校を卒業しても何も仕事がありませんでした。

ちょうど海軍と陸軍は特別幹部練習生を募集していた

ので、私達が『練習生になりたい』と、担任の先生に話

したら、『結構だが、行ったら生きては戻れないよ。死ぬ

つもりだな』と言いました。私は横須賀に受験に行き、

海軍に入ることになりました。４月に入隊し、今の逗子

海岸に当時は海軍の基地があり、鉄砲を打ったり、い

ろいろな基礎訓練がありました。 

５月２９日に横浜は大空襲に遭い、焼夷弾で木造の

建物は燃えてなくなりました。私達はアメリカ軍が相模

湾に上陸するかもしれないというので、逗子から平塚へ

行きました。橋を渡り小高い所に兵舎があり荷物を置

いて街に行きました。それから平塚に１００機位の焼夷

弾の空爆があり、平塚はあっという間に燃えてしまいま

した。流れ弾に遭った仲間は直撃で戦死しました。亡く

なった人は材木で火葬されました。火災でやけどした市

民は、焼け残った兵舎に軍医さんがいたので長蛇の列

になっていました。そして、私たちは家がなくなったので、

平塚から辻堂の兵舎に行きました。当時は敵軍が来て

も対戦できませんでした。相模湾沖に来た敵の航空母

艦から、いつでも爆撃されました。私たちのところは戦

闘機による機銃掃射がありましたが、防空壕に避難し

ていたので被害はありませんでした。しかし、兵舎はや

られ、調理場も調理器具も使用できず欠食となりました。

私たちは近所の農家からトマトやなすやキュウリを貰い、

生かじりして飢えをしのぎました。そんなことをしている

うちに８月１５日の終戦となりました。皆が集まり、玉音

放送で日本が負けたことを知りました。隊長は私達が

持っている小銃を集め、田んぼの真ん中に集めてガソ

リンをかけて燃やしました。全国から学生が来ていまし

たが、北海道から来た人は、『死ぬつもりで来たのだか

ら生きて帰れない』と言い、自殺を図ろうとしましたが、



上官が止めました。その後、みんな故郷に帰り母親た

ちは喜びました。 

戦争が終わってからが、新しい日本のスタートです。

昭和１９年８～９月から大学受験のために勉強し、昭和

２０年に受験し何とか生き抜きました。 

伊勢佐木町の通りには進駐軍がたくさんいて、アメリ

カの軍人を相手にする日本人の女性がいたので大変

賑やかな場所でした。通りは飛行機の発着所であった

ので、小さな戦闘機がそこから飛び立っていました。今

から７３年前の事です。 

日本はどんどん右肩上がりの経済成長でした。私達

はこのようなことを経験し、骨身惜しまずその時代を過

ごして来ました。サラリーマン生活で良い事がたくさん

あり、お話したいことがいっぱいありますがちょうど時間

です。また機会がありましたら、私が一番感じたことを

話したいと思います。本日は有難うございました。 

 

◎ ニコニコボックス     青柳民朗親睦委員 

林田喜美江様 林田喜利人様 

（故林田会員のご家族よりたくさんのニコニコを頂き

ました） 

第７グループガバナー補佐 半澤剛様 

  一年間お世話になりました。有難うございました。感

謝一杯です。 

次年度第５グループ南ガバナー補佐 下山清隆様 

 横浜南陵 RCです。本日はよろしくお願いします。 

北見丈治会長 

 今シーズンが８試合が雨で中止となりました。そして、

中止の翌日は全て勝っています。９月に中止のしわ

寄せがこなければいいのですが・・・ 

福嶋昭会員 

今日は久しぶりに卓話の番となりました。どうぞよろ

しく。 

 

青柳民朗会員  

先週の例会欠席すみませんでした。  

高森政雄会員 笠原孝雄会員 宮下賢会員 

横尾博之会員 細井順子会員 海野俊彦会員 

飯島直人会員 平山滋也会員 坂巻照代会員 

橋浦重己会員 大越雅也会員  

国際ロータリー第２５９０地区第７グループガバナー

補佐半澤剛様・次年度第５グループ南ガバナー補佐

下山清隆様ようこそいらっしゃいました。 

福嶋会員の卓話を楽しみにしています。 

大橋三郎会員 

林田さんご挨拶有難うございます。 

根本会員 

会員誕生日祝いを頂きまして有難うございました。 

阿曽輝彦会員 西山俊雄会員 

配偶者誕生日祝いを頂きまして有難うございました。  

小後摩重正会員  

今年度の例会もこの会場では最後となりました。 

北見会長はじめ役員の皆様一年間有難うございまし

た。 

林田様、本日はわざわざお越し頂き有難うございま

した。 

大井和子会員 

毎年この時期のお願いになります。７月末に行われ

る『縁日と映画の夕べ』の協賛金のお願いです。よろ

しくお願いします。  

半澤様・下山様ようこそいらっしゃいました。 

市川敏明会員 

所用で早退させて頂きます。  

第７グループガバナー補佐半澤様一年間ご苦労様

でした。次年度第５グループ南ガバナー補佐下山様

ようこそ。次年度よろしくお願い致します。 

 

◎６月の予定 

 ６月２０日(水)１８：３０～ 最終家族例会 

『ロイヤルパークホテル』 

◎会報              平山滋也会報委員 


