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変革の時代、創造のとき。
新たな一歩で感動を！
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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
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●創
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●会
長：大松 桂右
●幹
事：高岡 正和
●会報委員長：安田 憲司

☆卓話 「会員増強について」
第 2146 回例会

上田 郁生会員増強委員長

① 開会 点鐘

★例会後：第 9 回ＩＭＲＤ実行委員会

② ソング ｢クラブソング」
③ ビジターの紹介
2017 年 8 月 4 日（金）
出席報告

④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2145 回

27 名

18 名

78.3％

第 2143 回

27 名

18 名

78.3％

備 考
出席義務免除
6 名（出 2）
補
填
2名

⑥ 「ロータリーの友」紹介
谷村 政哉広報・雑誌委員長
⑦ 卓話 ｢子どもの居場所づくり」

ニコニコ箱
●奥田会員、本日の卓話よろしくお願い致します。

夢うららほっとステーション
うらがみ

代表 浦上
⑧ 閉会

大松 桂右会員
ひろあき

弘明氏

点鐘

●・毎日暑い日が続きます。皆さん、お身体に気を
つけて下さい。
・奥田さん、卓話楽しみです。 池本 繁喜会員

★例会後：第 8 回ＩＭＲＤ実行委員会

●①奥田さん、卓話楽しみです。
②多くの皆様が 7 月末日までに会費納入下さりあ
りがとうございます。これでクラブ運営ができ

第 2147 回例会

ます。「会計」として感謝。

8 月 25 日（金）

●奥田さん、卓話よろしくお願いします。

★地区大会のＰＲ

本日施設の盆おどり大会です。 大橋 秀造会員

ホストクラブ：大阪東ＲＣ
地区大会実行委員会

登録受付副委員長
やまもと

山本
地区大会実行委員会

鈴木 洋会員

ひろゆき

博之 様

登録受付委員
かわぐち

川口

しゅうじ

秀司 様

●奥田さん、卓話楽しみにしています。
山田 哲男会員
●つたないお話ですが宜しくお願いします。
奥田 長二会員

★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：毎週金曜日13時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 八尾光町駅前ビル内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●奥田さん、卓話よろしくお願いします。
早退させて頂きます。

長尾 穣治会員

●奥田さん、卓話（戦前戦後の話）、当時の事、想い
出します。

「銃後の戦争体験」
（私の見た事、聞いた事、

桑田 タア子会員

体験した事）
奥田

●今回合計

10,000 円

1937 年

長二会員

私が尋常高等小学校に入学した年、慮

溝橋から端を発した支那事変が勃発。戦場の拡
●累計

243,000 円

8 月誕生月祝
高橋会員・堀内会員

大。蒋介石軍を蹴散し早々と 11 月首都南京の攻
略。戦勝の提灯行列など。我が家は米屋と運送業

会長の時間

でトラック 4 台ほど有ったが戦争の拡大と共に
自動車は全て徴用で軍隊に買い上げられ必然的

当クラブの４５周年記念事業のカローリング大会に
参加・協力して頂く、障がい者団体様主催のカロー
リング大会が７月２９日に開催され、当クラブより
私と高岡幹事・鈴木会員・大橋会員・石川会員で見
学を兼ねて表敬訪問をさせて頂きました。
当日は介助員様を含め４０名前後の参加者で試合が
行われていました。途中、試合の合間に我々会員が
投球練習をさせて頂くなど、大変参考になり、有意
義な訪問見学になりました。
また、当日は日本各地での自然災害の被災地に対す
るチャリティーも行われており、会員の方からも寄
付をさせて頂きました。
なお、当クラブが行いますカローリング大会に対す
る地区補助金が入金されたことも申し添えておきま
す。

に廃業。
1940 年（物資の統制）米、調味料、燃料、衣類、
酒など。隣組の発足（配給、供出、近隣の結束）
国民学校（名称変更）
6 年生の 1941 年 12 月 8 日大東亜戦争（第二次世
界大戦）が勃発。当時は真空管式のラジオで大本
営発表。真珠湾の米国太平洋艦隊の大半を殲滅
（トラ、トラ作戦）、同時に陸軍はグァム、マニ
ラ、クエート、パールハーバーにも進攻、シンガ
ポール占領との報道。一気に戦勝ムード、神国日
本は必ず勝つ。
翌年中学に進学。公私立を問わずどの学校でも入
試は鉄棒の懸垂 3 回と身体検査で合格。通学は国
防色の学生服に編上げ靴、巻脚絆、戦闘帽、胸に
氏名、血液型を書いた名札の縫い付け。入学後は
殆ど勉強はなく軍隊よりの配属将校による軍事
教練、戦陣訓など。その他はほぼ毎日、他の学校
の生徒と共に大正飛行場の草刈か農家の手伝い。
現役で兄の出征。女性の千人針とか男子の日章旗
に寄せ書きを頂いて、又、大勢の人に駅まで送ら
れて…。大阪 8 連隊入隊一週間後に面会が有り、
翌日に中支に出発。
出征兵士の見送り。月に何回か。次々に赤紙がき

幹事報告

て村の成年男子が殆ど出征。
鉄類の供出。鍋、釜、火鉢、鉄瓶ほか鉄製の門扉、

本日は特にございません。

お寺の鐘、橋の欄干、貴金属も指輪、金縁の眼鏡、

ダイヤモンドなど。合言葉は 贅沢は敵だ。欲し

同期の桜、日本陸軍、ラバウル航空隊など。

がりません勝つまでは。

予科練志願

3 年になり学徒動員令。
「ああ紅の血は燃ゆる」待

入隊。同期でも私は 3 月生まれの為、年齢未達で志

って居ました、いよいよ我々の出番だ。

願できず残念。親父に云ったらそれなら年齢の低い

任地は藤永田造船所。ここは駆逐艦を造ってい

少年航空兵を志願しろ、と。

て、 私の職場は大きな機械工場で男子は年配の

1944 年 6 月

サイパン島玉砕との報道、マリアナ沖

職長さん 1 人で、後は全て女子挺身隊員数十人で、 海戦、10 月

知覧の特別攻撃隊始動。各地の航空隊

2、3 年先輩から同期まで続々と志願、

私はフライス盤で切削作業。その内に新造船の進

でも特攻を編成された。続いて海の特攻隊、人間魚

水式にも参加できた。二回ぐらいの空襲を受けた

雷＝長さ 15ｍ直径 1ｍも。

頃、私とあと 2 人帰校命令を受け学校に帰り、配

1945 年 2 月

属将校の助手として 2 年生の教練。38 銃を持たせ

で農村、僻地へ。縁故疎開も。

弾帯をさせて背嚢を背負わせ行進。匍匐前進等の

1945 年 3 月 13 日

訓練。時には校外の丘陵地で他の学校何校かとの

令部発表。南方海上を○○方面に敵数十機。警戒警

共同演習も。

報発令、灯火管制、続いて空襲警報発令。サイレン

1942 年 4 月 18 日

米軍日本本土初空襲。航空母

硫黄島玉砕との報道。学童疎開、集団

大阪大空襲。ラジオで軍管区司

の吹鳴。家族は防空頭巾と身の回り品を持って防空

艦から B25。東京始め全国主要都市。

壕へ。
（11 日東京、12 日名古屋、14 日神戸と何れも

5 月から珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦、ソロモ

約 300 機ぐらいの B29 の波状攻撃）空にはサーチラ

ン海海戦 2 回が続くが、その都度軍艦マーチ、大

イトの光。山手に登って見ると大阪方面真っ赤。
（此

本営発表敵空母、戦艦○○隻その他数隻撃沈など

の時位から高度 2000ｍ位の低空になる。低空でも日

戦勝の報道のみ。（実際は我が軍にも可なりの損

本の戦闘機の邀撃が無い為）

害が有ったのを隠して）我々はその報道で何時も

1945 年 4 月

勝っていると信じて。

での激戦。いよいよ本土決戦近し。

≪大本営発表の前奏

勝ち戦の時は軍艦マー

6 月

沖縄本島に米軍上陸。島民を巻き込ん

此の所連日の空襲。大軌電車（現近鉄）上本

チか敵は幾万 負けの時は海行かば≫

町の近くの叔父の家も消失したので、片付けに親父

八尾市南本町旧国鉄踏切の横の田圃に 500 ㌔爆弾

のお供で行くが、見渡す限りの焼け野原で大阪城が

が。大きな穴。幸い怪我人なし。身近に空襲を体

丸見え。あちこちに焼けた蔵がぽつんぽつん。本当

験。男子外出時の服装は国民服に巻脚絆（ゲート

に空襲の恐ろしさを知る。

ル）、防空頭巾、胸に氏名血液型を記入し縫いつ

そんな或る日、学校から帰り、柏原駅に電車から降

け。女子は常時モンぺ、名札、防空頭巾。

りて我が家の有る山手の方を見ると、黒煙がもうも

在郷軍人による町会、隣組毎に何回と無く防火訓

うと。急いで村に着くと、今日の空襲で十数軒焼け

練（バケツリレー、火たたき）。各戸の軒先には

たとの事。隣家は全焼、我が家は無事。我が家の蔵、

防火水槽を設置。本土決戦に備えて竹槍の訓練。 倉庫には軍服や飛行服など沢山預かって居たので、
女子は薙刀、決戦食の講習（芋の蔓、野草の調理、 大勢の兵隊が近隣の消火に当たったので類焼を免
食べ方など）義務として。

れた。此のときは何発かの焼夷弾が投下されたと思

物々交換、食料不足で米、麦、芋などを求めて都

うが、後で聞いた話しで、上空 2000ｍ位から投下さ

会から農村へ衣類などを持って…。困窮生活も戦

れた爆弾が 700ｍ位で爆発し、内臓の 38 発の焼夷弾

争に勝つ為。学校の校庭も一部を残して畑に。

が雨の如く地上に落下する。屋根、2 階床を破り 1

当時愛唱歌

階に到達発火する。日本の大都市の木造密集地向け

海行かば、露営の歌、若鷲の歌、

8 月度定例理事会報告

に開発された物との事。
今回の現物を見ると、縦 50ｃｍ位、直径 8ｃｍ位、
真鍮の様な色。恥ずかし乍、それで鎌、鍬などを作

幹事：高岡
●日

正和

時：2017 年 8 月 4 日(金)

ったり 1 部供出したりした。又、村の周辺の山裾に

例会後

14：45～16：30

十数か所、飛行機の格納庫の遮体が造られていて、

●場

所：かがやき

ミーティングルーム

国道 170 号線を滑走路にする様な計画も有った由。

●出席者：理事役員 7 名

この空襲の経験から防空壕は爆風から身を守るには
良いが焼夷弾の様に無数雨の如く落ちてくる物には

案件：

駄目。そこで山に小屋を造り、警報が出たらそちら

①会計報告７月分

に避難する事にしたが、今度は艦載機（グラマン）

理事会承認済。

が非常に低空で飛来して、人の姿を見たら機銃掃射。

予算修正案について説明。当初の予算は会員

此れが毎日になる。同じ山に避難していた村の女の

25 名で算出していたが、会員が 27 名になっ

子が銃撃を受け片手片足を失った。

た為、支出の部の予算を変更している。

低空で襲

い来る戦闘横に対し、小型の風船爆弾が大和川の堤
防に大量に装備され戦闘機が来たら打ち上げ撃墜す
る作戦。

【予算修正内容】
●奉仕部門
親睦（誕生祝い+結婚祝い）

1945 年 8 月 6 日

広島に新型爆弾（原子爆弾）、続い

て長崎にも。
1945 年 8 月 14 日

・・・16 万円→17 万円へ変更
親睦（クラブ行事）

終戦前日京橋駅に。警報発令の為

・・・60 万円→70 万円へ変更

上下線とも駅に待避していた。1 部乗客が乗り降りを

交際費・・・・35 万円→40 万円へ変更

始めたとき 1ｔ爆弾が駅に。死者、負傷者多数大惨事。

プログラム・・10 万円→12 万円へ変更

近くの歩兵工廠空爆の流れ弾？（京橋空襲と云われ

奉仕活動委員会

ている）の後直ぐに
「空襲はこれが最後です」のビラが米軍機によって
撒かれた、とのこと。
8 月 15 日

重大発表。玉音放送との事で家族全員が

・・・83 万円→93 万円へ変更
奉仕部門予備費
・・・66 万円→96 万円へ変更
●管理部門

ラジオの前に集まり拝聴。雑音が多く聞き取り難い

施設費・・・・15 万円→20 万円へ変更

が敗戦を知る。信じ難い気持ち、つい先ほどまでど

管理部門予備費

んなに空襲を受けても日本は必ず勝つ、その内に神
風が…と今までの報道を信じていたので。
学校は 5 年制が何時の間にか 4 年制になっていた為

・・10 万円→189,460 円へ変更
※会計予算修正版書類については、各会員
へ配布。

翌年卒業。2 年後 6、3、3 制に。
私の村は当時 150 戸位で有ったが戦死者は陸海空軍

②会費未納者の件

合わせて 47 名。毎年お盆にはお寺で同朋会による此

未納者については、8/1 に連絡済。

の人達の冥福をお祈りし、法事が行われています。

1 名未納。1 名分納、残金は 8 月 25 日までに
入金予定。会費は一括納入が基本だが、分納
する場合は理事会の承認が必要。今回の分納
については理事会で承認済。

③今年度の国際奉仕事業の件
辻盛国際奉仕委員長と山田奉仕活動委員長

⑦社会福祉法人ゆうとおんより協賛金依頼の件
協賛はしないということで決定。

で奉仕事業内容を決めてもらう。
事業内容は秋頃決める予定。

⑧かがやき施設使用料 10 月から値上げの件
地下 1Ｆミーティングルームの使用料について

④今年度の社会奉仕事業の件
（カローリング、居場所づくり、勉強会、
アールブリュット）

は、2,400 円→3,020 円へ値上げ。
空調代（600 円）と電源使用料（108 円）を含め
ると約 3,700 円になる。理事会承認済。

●カローリング
2017 年 5 月中開催予定だが準備・場所の予
約状況次第では 6 月になる。開催場所は八

⑨事務局片付けの件
【残すもの】

尾ウィング体育館か防災公園（旧八尾南高

週報・理事会議事録・会計台帳・八尾東ＲＣ

校の体育館）のどちらか。

新入会員入門書

●居場所づくり・勉強会・アールブリュット

【廃棄】

奉仕活動委員会内で助成金の金額につい

ロータリー友誌・・・過去 3 年分のみ残す。

は検討し、理事会で決める。

それ以外は廃棄。

居場所づくりについては、9/29（金）に担

ガバナー月信・・・過去のものは廃棄

当者が卓話にクラブ訪問されるのでその

上記以外の書類については、鈴木会員・高岡

時に助成金を渡したい。9/中順には助成金

幹事が事務局へ行き判断し廃棄する。

額を決める
アールブリュットの開催時期については

※海外姉妹クラブからのお土産（置物等）、

確認し、助成金の金額及び渡す時期を決め

野球同好会のトロフィ・賞状等については

る。

写真集を作成し、各会員に回覧。欲しい会
員に贈る。

⑤11/17（金）親睦旅行の日の昼食費用の件
親睦旅行に参加する会員については、例会会
食費用￥1000×参加人数は使用ＯＫ。この事

⑩その他
●2/23（金）記念例会場所の件

を含め親睦委員長に当日会費の金額を決め

雰囲気を変えてホテルで記念例会を行う。

てもらう。

現会員と旧会員含め 25～30 名を予定。

親睦旅行の参加アンケートを会員に確認す

●ＩＭＲＤの英訳文の翻訳料について

る際、昼食費用の件も含めアンケートに記載

翻訳料 14,000 円については、奉仕部門予備費

する。

より支払い。
●9/13（水）・14（木）リノアス全館休館に伴う

⑥2019 年規定審議会 立法案提出について
中澤会員組織委員長から各会員へアンケー

事務局出勤の件
9/13（水）・14（木）は事務局休みで承認。

トを配布→回収し地区へ 9/30 までに連絡す
る。

以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

