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例会

2015 年（平成 27 年）11 月 10 日
12：30 点鍾

Program
開会宣言・点鐘

鈴木 康道

歌

「君が代」「奉仕の理想」

四つのテスト唱和

並木 孝治

お食事

和食かしま

会長挨拶

鈴木 康道

会長

幹事報告

並木 孝治

幹事

会長

幹事

委員会報告
卓 話

山武郡市中央消防署
署長

東金商工会議所内
TEL

通巻第 2710 号

江幡 様

ニコニコＢＯＸ発表

親睦委員会

出席報告

管理運営委員会

閉会宣言・点鐘

鈴木 康道

会長

11 月『ロータリー財団月間』
The Rotary Foundation Month

Page

1

======================Togane Rotary Club
第 2712 回

2015-16 =====================

例会の記録 ＜10 月 27 日＞
ためにはどうしたらよいか。誰でも良いから、

会長挨拶

結婚してもしなくてもよいから、子供を生んだ
ら百万円上げたらどうか、と言っている人もい
ましたが。難民を受け入れるとか。そうすると
落ち着くまで治安が不安になるようです。いづ
れにしても、これからの時代一億総活躍時代に
いろいろな手段をみんなで考えていく必要があ
ると思います。
私の仕事である介護業界も、国が出来るだけ

平間 陸生 副会長

みなさんこんにちは。

自宅で看取る、特養で看取るということを推奨

先日風邪をひき、くしゃみ・咳がなかなか止

しています。その体制を整えていくということ

まらず四街道に呼吸器の良い病院を紹介された

で今年の４月から介護保険制度を改正し、地域

ので行ってきました。その結果、アレルギー性

で、みんなで家族を含めてお世話をしていくと

のぜんそくのようで扁桃腺を痛めているらしい

いうことになっています。東金市もこれからど

のです。皆さんも元気で毎日が平穏無事で一年

のようにしていくか、ということを決めていく

を迎えてください。

ようです。そのような中で我々民間企業も協力
をして、地域で安心して生活できるような社会

世の中を見ますと世界的にも物騒で、不安定

を作るという課題にそれぞれ苦労をしています。

です。自爆テロなど起きています。この間は地
震がありました。
日本でも TPP、
集団的自衛権、

幹事報告

原発の再開などいろいろな問題があります。安
倍内閣は一億人総活躍時代というスローガンを
抱えて、これからやっていくとのこと。考えて
みますと、人口減少を食い止めなければじり貧
になってしまう恐れがある。どうやって人口を
食い止めるか、東金から流出する人口を食い止
めるか。いろいろなところで減少が問題になっ
ており、町おこしをやっておりますが、その時
期は賑やかでも終わると静かになってしまう。

並木 孝治 幹事

いろいろなところで苦労しています。決め手は

l

人口減少を抑えることだと思っています。その

お手元に東金ロータリー通信があります。
来月の卓話内容を記してあります。１１
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月１７日は八鶴亭でお昼に例会を行いま

2015-16 =====================

本日の卓話者が急遽変更になり、高山会員に

す。宴会ではありません。お昼ですので

お願いをさせていただきました。

お間違えの無いように。
l

地区大会の概要がお手元にございます。

卓 話

２月６日、７日に開催されます。
l

ロータリー世界大会ソウル大会アンケー
トをお配りしております。それぞれ名前
を書いてご提出ください。

委員会報告

高山 友二 会員

みなさんこんにちは。
私、生まれは江戸でございます。そして、５
つくらいまで東京におり、故郷増穂村はご存知
でしょうか？大網の真ん中あたりに増穂村とい
う村がありました。そこで子供時代を送りまし
た。それから小学校を卒業し、軍隊に入り、軍

長尾 邦俊 親睦委員

１２月に 1〜2 日に予定している京都旅行の

隊は東京の村山の東京陸軍航空学校に入りまし

参加者が少ないので、お時間のある方はご参加

た。そこで一年間過ごし、その後水戸の陸軍航

ください。１１月２週目までに事務局までお申

空通信学校へ行きました。
そこで二年ほどいて、

し出ください。よろしくお願いいたします。

戦隊に行きました。山口県の小月、今の下関で
す。そこで実戦部隊は一年ぐらい、戦争をやり
ました。それから終戦と同時に帰宅し、一年後
ぐらいぶらぶらしておりました。東金市の農業
会、農協に入り、預金関係を担当し三か月後、
増穂の農協の組合長と行き会いました。
そこで、
うちに来てくれないか、という話になり、増穂
農協へ行きました。三・四年後、会計事務所へ
勤めました。
その後、税理士試験に挑戦し、受けては落ち、

岡本 秀男 会員

受けては落ち、小野道風という書道家の、柳の
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枝に飛びつく蛙を見ながら「物事はこのように

私は少年飛行士の第 14 期生となっております。

何度でも挑戦するという気持ちがないと私の書

ほかの操縦や整備には一期生からおりましたが、

道も上達しないな、と思った」という話を思い

水戸の航空通信学校には第六期生・七期生が一

出しながら、落ちては受け、落ちては受け、昭

緒に入り、
それが水戸の第一期生となりました。

和 38 年に合格し、39 年に開業をしました。依

最初は操縦と整備はありましたが、通信のこと

然として蛙のマネをしながら今日の高山会計が

を全く上層部は考えていなかったということで、

あります。今日の高山会計、少し見通しが甘か

戦局、対戦が進むに従い、通信の重要性がわか

った。ずっとやるのであれば、もう少し早く後

ってきて大至急通信関係の手当てをしなければ

継者の問題を考えるべきだったと考えておりま

ならないということで、少年飛行士の六期生・

すが、どうやら後継者は出来たけれども、後継

七期生から即製第一期という形で養成が始まり

者教育をこれからしなければならない、という

ました。

ことで、私が生きているうちに高山会計が無事

日本の当時の指導者たちは、通信をあまり考

円満に進んでいくかどうか、ちょっとわからな

えていなかった。大東亜戦争も最初の回線の第

いと自分では思っています。

一撃は、山本五十六の真珠湾の奇襲攻撃となっ

そんなことがあり、東京陸軍国空学校から、

ておりますが、あれは奇襲ではなく手落ちがあ

水戸の陸軍通信学校では通信をやりました。通

って奇襲になった、と言っておりますが。あの

信にはいくつか分化されており、私は幸い機上

奇襲攻撃に成功したことが、大東亜戦争の敗因

無線、飛行機に乗っての通信に決まりました。

につながったのではないかと思っております。

中には情報通信という国境に配備され、適地を

太平洋戦争を見ていて、どうも軍の上層部は奇

見ながら本部へ連絡をするとか、あるいは飛行

襲攻撃をかけて勝とうという魂胆が見えるよう

場同士の通信連隊という部署もあり、また飛行

な気がいたします。私はそう感じています。
（後略）

場と飛行機との通信、ほかにもいくつかあった
と思います。私は元々操縦を目指して進みまし
たが、通信になり機上無線になったので飛行機
との縁故はあるなということで、小月の飛行第

ニコニコ BOX

四戦隊に入りました。ちょうど大東亜戦争が開

●学園祭が盛況裏に終了しました。

戦し、
部隊ではこれから本当の戦争がはじまる、

髙橋 邦夫 会員

という空気の時に小月の戦隊に行ったのです。
欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急
の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電
話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メー
キャップ先への事前連絡もお忘れなく。

会員数

出席率

コイン BOX

電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559

22 名

100％

2,010 円

出席率

Email: info@togane-rc.jp
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10 月 27 日

