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品川 昌義 会員（10 月 3 日生）
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 石井 伸二 会員（1987.10. 6）
小菅 健史 会員（2008.10. 7）
竹永
薫 会員（2013.10.15）
｢出席報告｣
(本日)10 月 2 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
24 名
18 名
75.00％
2名
（前々回)9 月 11 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
25 名
25 名
9名
36.00％
7名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
9/25 ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ推進委員会 伊与田あさ子会員
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計
20 名
計
16 名

修正出席
率
83.33％
修正出席
率
64.00％

「ニコニコＢＯＸ」
三役
品川会員お誕生日おめでとうございます。本日もどうぞ宜しくお願い
致します。竹永会員、石井会員入会記念日おめでとうございます
品川昌義会員 誕生日をお祝い頂きありがとうございます
石井伸二会員 入会記念をお祝いして頂いてありがとうございます
竹永 薫会員 入会してから丸５年が経ちました。楽しくやらせて頂いています。
今後とも宜しくお願い致します
福嶋義信会員 前川会員・平林会員卓話宜しくお願い致します
御子柴智義会員 品川会員お誕生日おめでとうございます。竹永会員、石井会入会記
念おめでとうございます
伊与田あさ子会員 品川会員お誕生日おめでとうございます。石井会員、竹永会員、
小菅会員、入会記念おめでとうございます。
芹澤会員、ﾛｰﾀﾘｰの友紹介宜しくお願い致します
前川会員、平林会員「硫黄島のお話」とても楽しみです
飯倉正俊会員 芹澤委員長｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣紹介宜しくお願い致します。
前川さん、平林さん「硫黄島のお話」楽しみにしております
ニコニコＢＯＸの合計は 15,
15,000 円(累計 142,000
142,000 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」
・大変大きい台風２４号被害の方はございませんでしたか
・１０月１４日（日）地区大会参加予定の方は宜しくお願い致します。
９：４０出発
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽご利用の方は横浜銀行前９：３０集合
・横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌ大会当ｸﾗﾌﾞより７名の参加者が集まりました
・次週例会終了後第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会がございます。従って各ｸﾗﾌﾞの会長幹事さん
方がﾋﾞｼﾞﾀｰでお見えになりますので宜しくお願い致します
・今月は第３・第４火曜日のあと第５月曜日に横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会とな
ります。場所は瀬戸の集会所となっておりますのでお間違えの無いよう宜しくお願
い致します
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より１０月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１１２円（現行１１２円）
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より９月北海道胆振東部地震への義援金協力依頼受領
◎２０２１～２０２２年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ選出の件のご連絡
◎２０１９-２０実施向け第１回地区補助金説明会及び補助金管理ｾﾐﾅｰのご案内
日 時 １１月３日（土）①第１回補助金説明会１３:００～１５:００
②補助金管理ｾﾐﾅｰ
１５:００～１７:００
場 所 JR 藤沢駅南口第一相澤ﾋﾞﾙ８階 会議室
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 10 月号 ②ﾛｰﾀﾘｰよねやま豆辞典
◎回覧 ①米山記念奨学会「2017 年度決算報告書・事業報告書」
②７月西日本豪雨災害義捐金入金一覧
③社協おっぱま
◎１０月１日付で第２期会費のご請求をさせて頂きましたのでよろしくお取り計ら
いの程お願い申し上げます
◎本日例会終了後定例理事会がございます。関係理事の方は宜しくお願い致します
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「委員会報告」
【前川永久 会員増強委員長】
会員増強委員長】
過日お願いしましたｱﾝｹｰﾄ結果につきましては、まとめまして報告させて頂きます
｢スピーチ｣

「ﾛｰﾀﾘｰの友 10 月号紹介」芹澤 達之 雑誌委員長
横 P7明治１５０年を記念して
１５０年を記念して
歴史でつながる
P7-12 明治
戊辰戦争で敵・味方となり戦った会津と薩摩のﾛｰﾀﾘｰｸﾗ
ﾌﾞのｴﾋﾟｿｰﾄﾞを紹介して、友好を深める架け橋にﾛｰﾀﾘｰ活動
が、重要な役割を果たしていることを紹介しています
横 P13
P13-20 よねやまだより
半世紀を超え受け継がれるﾊﾞﾄﾝ
小沢一彦氏と斎藤直美氏の新旧米山奨学会理事長の対談が掲載されて
います
横 P24P24-33 ２０１９年国際大会
Ich bin ein Hanburger
世界大会を開催するﾄﾞｲﾂ連邦共和国の年､ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ市を紹介しています
縦 P4P4-8 地域資源を生かした復元力のあるまちづくり
地域の資源とは、天然資源のみならず、人材も立派な資源です
縦 P9P9-12 ｸﾗﾌﾞを訪ねて
例会を月２回にする決断 １００歳の長老会員が理解を示す
縦 P15 交流深まるﾋﾏﾗﾔﾝｱｶﾃﾞﾐｰ
当地区平塚西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの成田会員からの掲載で、米山奨学生の提案を
受けて､ﾈﾊﾟｰﾙ連邦民主共和国の「小さな村」にﾋﾏﾗﾔﾝｱｶﾃﾞﾐｰという学校
を、開校したことを紹介しています

～硫黄島訪島について 前川 永久会員・
永久会員・平林 祐樹会員～
祐樹会員～
前回、前川会員による硫黄島ﾐｯｼｮﾝの卓話がありましたが、私もその事
業に参加させていただきまして、まずはその際の感想を少しだけ述べさ
せていただきます。
この事業は、私が横須賀青年会議所に入会した２００８年に、関東地
区協議会で計画された事業でありました。青年たちが集い、何かの目的
をもって信じられないような大きなことを成し遂げる様を目の当たり
にし、青年会議所の無限の可能性を感じ、活動に対するﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを保ち
続けるきっかけとなった事業でもありました。その後、卒業まで８年間
ほど在籍しましたが、その中でも１番の大きな夢のある事業であったと思います。
そんな私に２度目の硫黄島訪島の機会が訪れることになります。２０１２年のこと
ですが、当社の社員３名と仕事として硫黄島に行くことになりましたので、本日は
その時のお話しをしていきたいと思います。
簡単に言えば、島内の燃料ﾀﾝｸに航空燃料を給油するという作業なのですが、硫黄
島には、船が接岸できる護岸がありません。そこで、沖合に停泊したﾀﾝｶｰから燃料
ﾊﾟｲﾌﾟをﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞｲで海の上に浮かべながら、島の砂浜まで伸ばします。海岸側で
用意されたﾊﾟｲﾌﾟと接続し、そのﾊﾟｲﾌﾟを島内の燃料ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝまで接続します。この
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ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝは、丘上の燃料ﾀﾝｸ群までつながっており、ここから３日間にわたる燃料を
送る作業が始まります。この間私たち作業員は、３交代での２４時間勤務で島内数
ｷﾛにも及ぶﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝに漏れがないか目視や匂いを感じ取るﾁｪｯｸをした後、圧力ｹﾞｰｼﾞ
を読み取り自衛隊への無線で報告をしていきます。日中の作業は、その雄大な景色
のおかげもあって、一人とはいえ寂しさも感じません。しかし、夜間作業は恐怖す
ら感じる孤独な作業となります。島の歴史的な背景もあり、一人でのﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの巡
視作業は恐怖そのものです。この３日間の作業が終わり、展開されたホース等を片
づけ、次の硫黄島発の自衛隊輸送機の発着までの間、残り２日間ほど島内の探索を
させていただきました。硫黄島内の名所と呼ばれる場所はもちろんのこと密林の中
まで踏み入り島内を１周しましたが、いたる所に銃弾・砲弾が転がっていたり、炊
事場がある野営の跡には鍋・窯がそのまま残されていたりと、本当に熾烈な戦争の
軌跡がそのまま残されています。
最後となり、感想を述べさせていただきますが、正直に申し上げ感想と言うよりも、
ただただその光景に圧倒されるばかりで、言葉はあまり出てきません。島内の異常
な蒸し暑さの中、必死に戦った祖先のことを考えれば、あまりにも私たちはこの悲
惨さを知らな過ぎて、戦争が善か悪かなどでさえも語ることは英霊に対し失礼な行
為に感じます。家に帰り家族に話をしたところ、ただひとつ言えることは今こうし
て家族が平穏でいられることを感謝すべきだということであり、私の訪島をきっか
けとして、私たち家族がただひとつ続けているのが８月１５日の靖国参拝です。こ
の日だけはどんな用事も出来るだけｷｬﾝｾﾙし、家族そろって毎年靖国に行き、「今年
もこうして無事に家族そろって参ることができました。皆様ありがとう。」と報告す
るのです。私の家系には幸いにして戦争による戦死者はおりませんが、一人の国民
として先の悲惨な出来事があったからこその今であるという気持ちを忘れずに、今
は分からずともせめて自分のこどもたちだけにもそういった気持をもった大人に成
長して欲しいと願っております。８月１５日は終戦記念日ではありますが、我が家
にとっては先祖への感謝の日としてこれからも続けていきたいと思います。
以上ご清聴ありがとうございました。

行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
１０月 ２日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 「硫黄島のお話」前川永久会員 平林祐樹会員
第４回定例理事会 13：40～14：30
９日（火）通常例会 米山奨学ｾﾐﾅｰ報告 竹永 薫会長 髙田源太幹事
卓話 山田秀雄米山奨学委員長
１６日（火）振替休会 ２９日（月）合同例会の振替
２９日（月）合同例会 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会 「瀬戸集会所」
１１月 ６日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 濱田耕輔会員 品川昌義会員
第５回定例理事会 13：40～14：30
１３日（火）移動例会 ｼﾆｱのための健康講座
２０日（火）振替休会 ２６日（月）合同例会の振替
２６日（月）合同例会 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会

4

