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東美栄会長
国歌斉唱・奉仕の理想
稲見会員 石川会員

※出席報告
会員数
30 名

出席者数
24 名

出席率
85.71 ％

前回修正
- ％

会長の時間

東 美栄

会長

8 月になりました。東年度の 12 分の 1 が終わりま
した。そして来月になると 6 分の 1。再来月には 4
分の 1。そして 3 分の 1・・・と。あっという間に
過ぎてしまうことでしょう。
ここでこの狭山中央ロータリークラブの現状を皆
さんと共有したいと思います。お手元に配りまし
たのは「会長・幹事経験一覧表」です。会員 30 名
を入会順に並べました。会長経験者はグレー。幹
事のみ経験されている方はピンク。どちらも経験
されていない方は白で表示しました。
年度が始まっても未だ会長エレクトが決まりませ
ん。そこで、まずお名前がピンク色に塗られてい
る「幹事のみ経験者」の方々にアタックします！

例会の記録

幹事を経験したほうがクラブの運営がスムーズだ
と考えるからです。仮にその方々が全滅だった場
合はまだどちらもやっていない白の方々。そこも
全滅であれば最後はグレーで塗られたパスト会長
の方々に当たります。さあ、まずはピンクの方々。
「東が来るぞ――っ！」と覚悟していてください。

本日のお客様紹介
< 佐々木康 副会長 >
地区研修協議会実行委員長 西澤長次 様 (新狭山 RC）
地区研修協議会実行委員長 田中 聡 様 (新狭山 RC）
今年度の「地区研
修協議会」を担当
するに当たり、狭
山中央ロータリ
クラブの皆様に
是非ともご協力
を頂きたいとお
願いに参りまし
た。ご存知の通り
当クラブは 17 名
の会員しかおりませんので、何卒ご協力の程お
願い致します。
つきましては、
「8 月 29 日 第一回地区研修協
議会回打ち合わせ」についての書状を会長にお
渡ししましたので、併せご出席下さいますよう
お願い致します。

幹事報告
< 菊田邦彦 幹事 >
・去る 4 月 12-13 日の地区大会で守屋昭夫会員が
表彰されました。この度ようやく表彰状が贈
られてきましたので、無事ご本人にお渡ししま
した。

・先日元会員の川島一也様がお亡くなりになりま
した。心よりご冥福をお祈り致します。
クラブを代表して柴田会員がお悔やみに伺いま
した。
・8 月 7 日、名誉会員の「推戴状」進呈に小谷野
狭山市長を訪問予定（会長・幹事）
・会員名簿を配布
・オクトンのグッズ販売の案内

・受贈会報 入間南ＲＣ 入間ＲＣ
所沢西ＲＣ 所沢中央ＲＣ
・回
覧 ＲＬＩ講座案内
尚寿会グループ広報紙「show 尚」
ハイライトよねやま
日韓親善会議参加者への案内
ライラ委員会について
2018-19 年度日豪青年相互訪問団報告書
米山梅吉記念館訪問研修旅行の案内
ＡＡＲニュース
所沢西ＲＣ 例会変更
所沢中央ＲＣ 〃
新狭山ＲＣ
〃
入間ＲＣ
〃

委員会報告

守屋昭夫 様
貴殿はロータリアンとして長きにわたり
ロータリー活動に深い理解を示され
率先して奉仕と親睦に参加し多大な
成果を挙げており現在 90 歳を超す
年齢を迎えられた上 尚且つお元気で
国際ロータリー発展のためご尽力を
いただいております。
よってここに地区大会を開催するにあたり
深甚なる敬意をもって表彰いたします
2019 年 4 月 13 日
国際ロータリー第 2570 地区
2018-2019 年度ガバナー茂木正

・親睦活動委員会（渡邉髙治 委員長）
8 月記念日のお祝い
会員誕生
清水(武)君
稲見君
夫人夫君誕生
清水(武)君
菊田君
沼崎君
結婚記念
益子君

会員卓話
＜守屋昭夫会員＞
本日は下記のご紹介をいたします。
よろしければどうか見学にいらして下さい。何か
得るところがあると思います。
大分昔の話ですが、私は精神科医なので終戦後に
先輩でもあるこちらの院長のお招きで訪問して参
りました。朝夕に国旗を掲揚するのが海軍当時か
らの習慣で嬉しく思いました。

【出典元】
一般社団法人新しい歴史教科書をつくる会「史(ふみ）
」
平成 26 年 5 月 1 日発行第 104 号
金澤大介『永遠の０』公開記念「筑波海軍航空隊記念館」

小説、映画と大きな社会現象をおこした『永遠の
０』という物語があります。
百田尚樹さんの原作の太平洋戦争中の零戦搭乗員
を描いた物語です。その設定上登場する特攻隊「筑
波隊」は、茨城県笠間市の「筑波海軍航空隊」で
訓練した実在の部隊です。
『永遠の０』の主人公、
宮部久蔵は教官として筑波海軍航空隊を訪れ、後
の筑波隊となる若者たちを指導しました。
筑波海軍航空隊の跡地は旧友部町の茨城県立ここ
ろの医療センターとその周辺にあります。貴重な
旧海軍の司令部庁舎をはじめ、滑走路、号令台、
供養塔、地下戦闘指揮所、掩体壕など東京ドーム
約 38 個分の広大な敷地の中に日本最大規模で残
る戦争遺構です。映画の撮影にあたっては、筑波
海軍航空隊を舞台としたシーンを中心に、実際の
旧司令部庁舎をロケ地として使用しました。
映画『永遠の０』の公開を記念して、その旧司令
部庁舎を数々の資料・遺品や映画のセットの再現
と共に、一般公開しているのが、
「筑波海軍航空隊
記念館」です。当時の面影をそのままに残す数々
の戦争遺構の中で、
『永遠の０』の当時の雰囲気を
体感できる場所となっています。映画の上映に合
わせて昨年暮れから公開をはじめ、来年終戦 70 年
の節目を見据えて期間限定で開館しています。

筑波海軍航空隊は昭和 9 年(1934）に霞ヶ浦海軍航
空隊友部分遺隊として開設、昭和 13 年(1938)に独
立しました。当初は海軍航空隊の練習飛行場でし
たが、戦局が厳しくなるにしたがい特攻の訓練が
行われ、アメリカ軍が関東にも爆撃を行う様にな
ると、迎戦の最前線基地として零戦や紫電で筑波
海軍航空隊の教官・教員も出撃しました。また、
特攻兵器『桜花』実行の是非を判断したのも筑波
海軍航空隊の士官室でした。
当時の隊門を見ながら県立こころの医療センター
の敷地の中へ入ると、左手に記念館が確認できま
す。目の前のグランドには号令台が当時のまま残
り、その脇には元筑波海軍航空隊隊員で世界的芸
術家の流政之さんのオブジェが設置されています。
館内への入り口にある当時の上空写真と基地の平
面図が、友部という地区が元々海軍さんの街であ
る事を教えてくれます。映画『永遠の０』で撮影
された数々の場所は、スクリーンの中へ入りこん
だかの様な錯覚を来館者へ与えます。
展示品はフィクションでは無い当時の様子を私た
ちに伝えてくれますが、その展示品の中から二つ
だけ紹介させて頂きます。一つは記念館正面に飾
ってある「風防のペンダント」
。宝石の様に綺麗な
ガラスのペンダントは、爆撃機のコックピットの
破片を彫って作った手作りのものです。物語では
無い現実の「筑波隊」として特攻で亡くなった金
井正夫少尉が、200 通を超える文通相手の女学生
に送ったものです。一度も会う事も出来なかった
2 人のお互いを想う気持ちが、紹介している手紙
から伝わります。
もう一つの展示は、筑波海軍航空隊の教官であっ
た市原米吉少尉が残した資料を元にした「偵察隊
員が見た日中戦争」展です。昭和 12 年(1937)の日
記と豊富な記録写真で、戦争の勃発、初陣から、
当時の上海の様子、南京大空襲、南京陥落、そし
て南京入城と偵察隊員の目が捕らえた貴重な証言
です。偵察任務の他、味方が亡くなるといち早く
現場発見に駆けつけ、味方の攻撃の戦果確認と、
ある意味従軍カメラマンより早く広い目で、当時
の状況の真実を現代へ伝える貴重な資料となりま
す。その市原さんの昭和 12 年 9 月 27 日の日記に
「目覚めよ!! 支那!! 蒋介石!! お互い東洋人
だ!!」との一節があります。当時一偵察隊員がど
れだけ多くの情報を得て、そのうえで何を考え、
何故、誰と戦うのか…その認識の深さ、見識と意
識の高さを知る事ができます。
そして最も私達が来館者の皆様へ感じて頂きたい
と思っているものが、旧司令部庁舎の持つ雰囲気
です。ここは戦争を未来へ伝える大切な場所です。
国の為、愛する者の為に生きた当時の若者達の生
き様を未来へ継承する為に、伝えられる本物の雰
囲気を持つ場所が茨城県笠間市にあります。映
画・小説の影響もあり、毎日多くの方が筑波海軍
航空隊記念館へ訪れます。そんな来館者の中で良
く目にするのが、祖父と孫という組み合わせです。
孫は目を輝かせ、祖父の話を食い入るように聞い
ています。話題の中心が祖父である光景は他の観
光を目的とした施設では、まず見られるものでは

ありません。きっかけは映画でも何でも構わない
と思います。事実、記念館では毎日の様に戦争の
体験が、次の世代へ語り継がれています。
この旧司令部庁舎は、元々解体の予定でありまし
たが、県の許可を得て期間限定で一般公開してい
ます。せめて、開館している終戦 70 年を迎える来
年 8 月までは、是非一人でも多くの方へこの跡地
の存在を知って頂き、関心をもってくださる事を
切に願います。
■展示館案内■
所在地
電話
入館料
開館時間

茨城県笠間市旭町 654
0296-73-5777
500 円
9：00～17：00

地区研修協議会実行委員長 西澤長次様(新狭山 RC）
地区研修協議会実行副委員長 田中聡様(新狭山 RC）
本日は地区研修協議会の件でお願いに
参りました。宜しくお願い致します。
東君
守屋先生の長年にわたる「ロータリー
愛」が地区から表彰されました。おめ
でとうございます！
東君
研修協議会実行委員長 西澤様、副委員
長 田中様、ようこそいらっしゃいまし
た。
「ようこそ…」と言っても最近は頻
繁にお会いしていますね！
菊田君
今年もまた奥さんの誕生日がきました。
５月に趣味の詩吟で文部大臣より表彰
されました。
江原君
新狭山ＲＣ、地区研修協議会実行委員
長 西澤長次様、同副委員長 田中聡様
ようこそお越しいただきました。本日
は宜しくお願い致します。本日の会員
卓話が守屋先生ということで楽しみに
しておりました。宜しくお願い致しま
す。
浜野君
新狭山ＲＣ、地区研修協議会実行委員
長 西澤長次様、同副委員長 田中聡様
ようこそお越しくださいました。本日
は宜しくお願い致します。
寶積君
本年も酷暑がおとずれて参りました。
自宅内においても十分な水分摂取が推
進されます。本日は、守屋先生、早速
の会員卓話を楽しみにしております。
小林君
暑い中お集まり頂きましてありがとう
ございます。新狭山ＲＣの西澤委員長、
田中副委員長、ようこそおいで下さい
ました。

栗原(憲)君誕生祝(７月)、ありがとうございまし
た。
益子君
新狭山ＲＣ西澤様、田中様、ようこそ
いらっしゃいました。守屋先生、本日
の卓話楽しみにしていました。宜しく
お願いします。
益子君
結婚のお祝いありがとうございます。
人生の半分以上の付き合いです。
守屋君
心ならず(？)も表彰状を頂き恐縮する
ばかりです。
小幡君
早退させて頂きます。
奥富君
守屋先生、今日の卓話よろしくお願い
します。
佐々木君 新狭山ＲＣ西澤様、田中様、ようこそ
当クラブへおいでくださいました。守
屋先生、本日の卓話楽しみにしていま
した。
清水(武)君夫婦で誕生祝を頂きありがとうござい
ます。

定例理事会（例会終了後）
・9 月、10 月のプログラムについて
・Ｒ財団グローバル補助金奨学候補生 岩瀬風香様
に対するクラブ対応について
・新狭山ＲＣとの「入間基地合同見学会」について
・会員の揃いのウエアについて
・クラブのバナーの注文について
・米山奨学会個人寄付について
清水(武)会員・奥富会員より 8 月中に寄付予定

◆ 次の例会 ◆
8 月 27 日（火）
第 2 副 SAA：栗原(憲)会員 栗原(成)会員
外来卓話：埼玉トヨタ 石井剛様
9 月 3 日（火）
第 2 副 SAA：益子会員 宮岡会員
会員卓話：古谷博会員

