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第 1211 回( 3 月 12 日)
点 鐘
合 唱
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清水幸彦会長
四つのテスト
稲見会員 片山会員

業、農業を中心として、1943 年頃には在住者 33,000
人。その７割は日本本土、沖縄、日本が統治する台
湾・朝鮮から移り住んだ人達だったそうです。戦前の
開拓村では、朝日村・大和村・清水村・稲穂の名がつ
けられ、多くの日本人が住んでいました。

※出席報告
会員数
32 名

出席者数
24 名

出席率
88.89 ％

前回修正
-

会長の時間

清水 幸彦

例会の記録

２日目は・・・・・
夜にパラオ RC の方々との合同会食がありました。今
年度の会長が偶然にも日本の方という事で、より一層
盛り上がりました。

会長

3 月１日から茂木ガバナー主催
の「パラオ・ペリリュー島慰霊ツア
ー」に参加してまいりました。
パラオは人口 21,000 人強で屋
久島くらいの大きさです。
１日目は・・・・・
パラオの７割の
面積を占める
バベルダオブ
島と橋で繋がっ
ている「コロー
ル島」の歴史探
訪でした。
コロール島は、
空港もありパラ
オの人口の７割
が住んでいま
す。
パラオは第一次世界大戦後に国際連盟による日本の
委任統治領となり、南洋庁がコロール島に設置されて
内南洋の行政の中心となりました。水産業、リン鉱石

最終日は・・・・・
メインイベントの、激戦地ペリリュー島戦跡巡りと遺骨
発掘跡見学、そして数年前に天皇皇后両陛下が慰
霊されたのと同じ場所で、秩父神社の権宮司のもと厳
粛に盛大に慰霊祭を執り行いました。

ペリリュー島は南北 9 キロ東西 3 キロと小さく、カニの
爪のような形をしています。

何故こんな小さな島で１万人以上の戦死者を出す激
戦になったのでしょうか。パラオはもともと海軍だけが
駐留していたそうですが、絶対国防圏を守る為、１万
人以上の軍を南下させました。1941 年開戦時のペリリ
ュー島には、1200 メートル
の滑走路が 2 本交差して、
上空からは誘導路を含め
4 の字に見える滑走路が
完成していたそうです。
一方、フィリピン奪還に照
準を合わせた米国の前に立ちはだかったのが、西カ
ロリン諸島最大の飛行場を持つペリリュー島でした。
ペリリューの戦いでは、米軍は上陸前 17 万発の銃弾
を雨のように落として、5 万人の大軍を上陸させ、4 日
もあれば十分だと思っていました。しかし、中川大佐
は水際作戦ではなく、籠城作戦を敷き、いたる所の洞
窟に籠城しました。中川大佐が最後を伝える「さくらさ
くらの電文」を発し自決さ
れるまで、73 日間も戦い
続けたのです。
各洞窟に生き残った日
本軍兵士は、地区玉砕
を知らずにゲリラ戦を続
け、最後に残った 34 名
が終戦を知らされ降伏したのは終戦から 2 年後の昭
和 22 年 4 月 22 日の事でした。
すさまじい戦いぶりに、陛下がペリリュー島は大丈夫
かと毎日御下問なさったとされています。
昭和天皇の 11 回のご嘉賞も賜り、米軍海兵隊からは
「裕仁の島」とも呼ばれたと伝えられています。

本日のお客様紹介
社会福祉法人至福の会

< 菊田邦彦 副会長 >
本部長 大野 裕一 様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・４月、５月のプログラムが理事会で承認
・４月２日「お花見家族同伴夜間例会」の出席
調べを回覧
・４月１３～１４日「地区大会」の出席調べを
回覧
・受贈会報 所沢ＲＣ 入間南ＲＣ 所沢西ＲＣ
・回
覧 ＡＡＲニュース３月号

委員会報告

時間の都合で現在行われている発掘場所には行けま
せんでしたが、前回茂木ガバナーが発掘された場所
に行った時はさすがにぐっとくるものがありました。
地元の小学校にも慰問に行きましたが、親日の人が
多い所だと感じました。
今回は機会に恵まれ、ガバナーのお誘いで行く事が
出来ました。パラオ・ペリリュー島には数々の戦時の
記録が残っています。戦後生まれの自分でも感じるも
のがありました。
体力がおありの方は是非一度行ってみる事をおすす
めします。

・Ｒ情報・雑誌委員会（ 小林奈保絵 委員長）
「ロータリーの友３月号」の紹介
【横組み】
よねやまだより モンゴル米山学友会（P38-39）
【縦組み】
地球の明日を考える（P4-8）
・親睦活動委員会
（若松泰誼 委員長）
４月２日お花見家族同伴夜間例会について

●高齢者介護施設の種類（2）

卓話
社会福祉法人至福の会 本部長

大野

裕一 様

「介護保険について」
介護業界の動向を踏まえて

●高齢者の住まいで提供されるサービス

●医療福祉業界の動向

●高齢者向け介護施設のメリット・デメリット

●主な在宅介護サービス

●介護付有料老人ホーム料金体系

●高齢者介護施設の種類（1）

（福）至福の会ではフードバンクの活動もしています。
協力される方は 04-2956-7760「むさしの園わかば」へ
**フードバンクとは様々な理由で処分される食料を、食べるもの
に困っている施設や人に届ける社会福祉活動です。

清水(幸)君本日のお客様、至福の会本部長 大野
裕一様、卓話ありがとうございます。
宜しくお願い致します。
佐々木君 社会福祉法人至福の会 大野裕一様、
本日はようこそおいでくださいました。
本日の卓話楽しみにしていました。
江原君
社会福祉法人至福の会 大野裕一様、
本日はようこそお越し頂きました。
「介
護について」のお話しは自分にとって
も今から考えておかなければならない
事だと思っています。お話しを宜しく
お願い致します。
寶積君
少しずつではありますが暖かさを感じ
るように様になりました。本日は大野
裕一様、卓話楽しみにしております。
小島君
社会福祉法人至福の会 大野裕一様、
ようこそおいで頂きました。お話し楽
しみにしていました。
益子君
社会福祉法人「至福の会」本部長 大
野裕一様、本日の卓話楽しみにしてい
ました。宜しくお願いします。
柴田君
多忙の中、私達のクラブに卓話に来て
いただく事、大変ありがとうございま
す。介護の件宜しくお願いします。
田端君
社会福祉法人至福の会 大野裕一様、
本日はありがとうございます。宜しく
お願い申し上げます。

◆ 次の例会 ◆
4 月 2 日（火）
例会臨時変更
「お花見家族同伴夜間例会」
4 月 9 日（火）
第 2 副 SAA：栗原(成)会員 松浦会員
外来卓話：狭山市都市建設部道路雨水課
課長 池内義明様
定例理事会（例会終了後）

