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「ニコニコＢＯＸ」
三役
皆様、お盆休みはいかがお過ごしでしたでしょうか？
本日の例会宜しくお願い致します
福嶋義信会員 前川会員、卓話宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 前川会員、本日お話宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 前川さんｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております
ニコニコＢＯＸの合計は 6,000 円(累計 91,000
91,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
・ここ２-３日涼しい日が続いておりましたが、今日はまた蒸し暑い日
となっています。お盆休みも終わりました。
体調の方お気を付け下さい
・次週例会はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問となっております。三役は早めに来まし
てｶﾞﾊﾞﾅｰとの打ち合わせ会議を行っておりますので会員の皆様に
は早めにおいで頂き、会場の準備等お手伝いを宜しくお願い致します
・８月１０日の会長幹事会で先日の西日本豪雨災害の街頭募金活動について報告をし
てきました。それにつきまして当ｸﾗﾌﾞの理事会でもお話がありましたが、例会でも
募金箱を廻すことになりました。次週例会よりご協力宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より地区大会のご案内が届いております
日 時 １０月１３日（土）鎌倉ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 会長幹事会・地区指導者育成ｾﾐﾅｰ
及び RI 会長代理ご夫妻を囲む歓迎晩餐会
１０月１４日（日）茅ヶ崎市役所分庁舎 新世代交流会（午前）
茅ヶ崎市民文化会館 本会議（午後）
◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ第４回会長幹事会のご案内
日 時
９月 ７日（金）１８：３０～
場 所
ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
◎回覧

①地区大会出欠表
②９月１１日（火）横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ野球観戦出欠表
③横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌ大会出欠表
④ﾊｲﾗｲﾄよねやま 221

◎配布

ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信１３号・２号

◎次週例会２８日（火）はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問となっております。ご出席宜しくお願い致
します
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより
例会のご案内受領
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｢スピーチ｣

【前川 永久 会員】
～会員増強委員会よりｱﾝｹｰﾄご協力のお願い～
会員増強委員会よりｱﾝｹｰﾄご協力のお願い～
本年度、会員増強・会員維持委員会ではｸﾗﾌﾞの存続・維持・発展
の為２名以上の入会を目標としています。御協力を頂いた資料を基
に横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの良い点と入会候補者ﾘｽﾄを作成し 会員増
強のﾂｰﾙとして役立たせて頂きます

～硫黄島～

硫黄島の呼び名は、戦前は島民と主に陸軍の間では「いおうとう」、海軍の一部の
間と明治時代作成の海図では「いおうじま」でした。ｱﾒﾘｶ合衆国では、この海図の表
記に従い「Iwo Jima（ｲｵｰｼﾞﾏ）」としていました。
終戦後は、米軍の統治下にあったことから「Iwo Jima」と呼称されていました。
1968 年に硫黄島が日本に返還された時点で、国土地理院発行の地形図上の呼称は「い
おうとう｣に戻されています。1982 年の地形図改訂の際に小笠原村は同島の呼称を
「いおうじま」と東京都に報告しています。
その後、しばらく「いおうじま」と呼ばれてきましたが、2007 年 3 月に小笠原村
議会において、呼称を「いおうとう」に統一する「硫黄島の呼称に関する決議案｣を
提出し採択されます。それ以後は「いおうとう」が定着するようになります
１．概要
硫黄島は、東京の南約 1,250 ㌔、ｸﾞｱﾑの北 1,380 ㌔に位置し、小笠原諸島に
属する火山島である。島の表面の大部分が硫黄の蓄積物で覆われているとこ
ろからこの名称がつけられました。長径は北東から南西方向に 8 ㌔未満、幅
は北部ではおよそ 4 ㌔、南部ではわずか 800 ㍍です。面積は 21 平方㌔程度
最高点は島の南部にある標高 169 ㍍の擂鉢山であり、土壌は火山灰のため保
水性はなく、水は塩辛い井戸水か雨水に頼るしかなかった。戦前は硫黄の
採掘やｻﾄｳｷﾋﾞ栽培などを営む住民が約 1,000 人居住していた
硫黄島の歴史
1543 年（天文 12 年） ﾍﾞﾙﾅｰﾄﾞ･ﾃﾞ･ﾄﾚｰｽ（ｽﾍﾟｲﾝ人）が発見
1784 年（文明 4 年） ｺﾞｱ(ｷｬﾌﾟﾃﾝ･ｸｯｸの部下・英人)が太平洋探検時、この列
島を確認。ｻﾙﾌｧｰ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ(硫黄島)と命名。
その後、長く無住民・無所属の島で放置
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1876 年(明治 9 年)
1891 年(明治 24 年)
1943 年(昭和 18 年)

２．戦史

住人 71 人 小笠原母島あたりから少数の者が移住
日本領土に編入。硫黄島と命名し小笠原庁管轄となる
住人 192 戸 1018 人産業としては、初めは漁業が主
体であったと思われるが、その後硫黄・燐鉱などの採
鉱、砂糖きび、薬用植物などが栽培され、これらを取
り扱う会社(硫黄島産業 KK)も設立されていた

動画鑑賞

３．訪島事業
10 年前の 2008 年、私が 40 歳青年会議所卒業年度に、関東地区の人間力開発
委員会に副委員長として出向しました。前年までは沖縄ﾐｯｼｮﾝという基地問題
等に取り組んだﾐｯｼｮﾝをしていましたが、前年で終わり新しい事業を行うこと
となり、色々調べ、日本の関東地区にあるのに、民間人が足を運ぶことが出
来ない、太平洋戦争での激戦地であり、今でも多くの遺骨が収集できずにい
るなどが分かり、その事実を多くの人々や、先人たちの犠牲があり今の時代
があることを次世代の子供たちに伝えていかなければならないという強い思
いでこの硫黄島ﾐｯｼｮﾝを行いました
戦後はｱﾒﾘｶ軍の基地となってしまいましたが 1968 年(昭和 43 年)6 月 26
日返還後は、海上自衛隊管理の航空基地が設置されます。島内全域がその基
地の敷地とされているため。基本的には基地に勤務する自衛隊員以外は島に
立ち入ることが禁止されています。但し、基地の維持や補修などにあたる建
設業者や遺骨帰還事業を行う厚生労働省職員等の立ち入りは許可されていま
す。また、基地関係者以外の民間人の全島への立ち入りが制限されています
が、旧島民らの慰霊や遺骨帰還事業などのための上陸は例外として強化され
ています。
従って硫黄島には、現在、関係者以外の住民はいません
４．写真
①鶯地獄 ②ｺﾝｸﾘｰﾄ船 ③勇み足砲台 ④擂鉢山 ⑤慰霊碑
⑥豪 ⑦銀名水 ⑧ｻｳﾅ壕 ⑨硫黄が丘 ⑩日本軍戦没将兵慰霊碑

～例 会 風 景～
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