
今日の歌♪ 

   「奉仕の理想」 

奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

今後の予定 

●12:４０開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ 稲田博旭 会員 

●外部卓話 

 「輝く瞳に会いに行こう」 

 3360地区タイ国・チェンライRC 

 原田 義之 様 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

●本日の会合＜定例理事会＞ 

 高島、原田、畠仲、川島、今西 

 北川、山口(伊)、藤原、多田、重田 

 中村、上山、西田 
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4/17 

(水) 

・新旧ガバナー補佐 

 訪問 

・新旧クラブ協議会 

・被選理事会 

4/24 

（水） 

・卓話 

 上山芳次会員 

 

5/8 

（水） 

・定款により休会 

5/1 

（水） 

・卓話「日本航空  

 再上場で思うこと」 

(株)経営ｽﾃｰｼｮﾝ京都 

  田村繁和 様 

 紹介者：田中会員 

・定例理事会 

第１８５８回例会プログラム 
２０１３年４月１０日（水） くずはゴルフ場 

おめでとうございます！ 

４月４月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

 今中七郎会員(S49年) 

 上山芳次会員(H10年) 

  

４月４月  祝お誕生日祝お誕生日  

 原田武夫会員（９日) 

 林 祐弘会員（13日） 

 粟津直晶会員(17日） 

 

  

４月の花「クレマチス（風車・鉄線）」 

 花言葉：精神的な美しさ・旅人の喜び・策略 

     安全・高潔・たくらみ・美しい心 

バラと相性が抜群で、よくツルバラと一緒にアーチなど

に絡ませているのを見かけます。イギリスではバラを「キ

ング」、クレマチスを「クイーン」と称しますが、日本でも

人気が高く「蔓性植物の女王」とも呼ばれています。 

「クレマチス（Clematis）」の名前はギリシャ語の「Krema

（蔓）」の意で、茎の形状にちなみます。この美しい花と

は裏腹に蔓はとても強く、昔はこの蔓で薪を縛っていた

と言われています。 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

4 
１7 ― 

24 駕田 会員 

5 

1 小西 会員 

8 定款により休会 

１5 ― 

２2 ― 

29 木﨑 会員 
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 2週間ぶりの当会場での例会にあたり、米山奨

学生董璞玉さんが、最後の出席日として迎えて

た会合です。本朝、実施しました献血運動のチ

ラシ配布にあたっても、かなり寒い想いがしまし

た昨今であります。 

 今週は世界ローターアクト週間にあたりますの

で、一言申し述べますと次の通りです。これは

1992年、ローターアクトの創立25周年を記念し

て3月13日を含む1週間を世界ローターアクト週

間に指定しました。1968年3月１3日は世界で初

めてノースシャーロットローターアクトクラブがで

きた日ですがこの1週間はローターアクトについ

ての知識を深め、ローターアクトの実績を示し、

ローターアクトとロータリアンとの絆を深めようと

意図されたものです。かつての四大奉仕から1

部門が追加され五大奉仕へと活動しようとするも

ので、昨今は新世代奉仕を抜きには語れない

時代となっております。 

 只今は枚方ＲＣがこれに主力をおき、先日の

淀川河川敷清掃作業にローターアクトが中心と

なって従事されたのも有益と思われました。 

3月27日の例会 

「会長の時間」           

 小生は、鹿児島県の大隅半島の鹿屋で高校

まで過しました。昭和25年生まれですから勿論

戦争は知りません。高校通学時、バスの案内で

何回「慰霊塔前」と言う言葉を聞いたかわかりま

せんが、本著第八章「桜花」に纏わる特別攻撃

隊で亡くなられた若人たちを慰霊するために建

立されたことすら知りませんでした。そして、書店

の棚に小説『徳川家康』を見かけたのもその頃

でした。山岡荘八さんは、そのあとがきにこう記さ

れています。 

【神雷特別攻撃隊（別盃の地）桜花の碑】 

 

 

 

 

 

 『昭和二十五年三月から書き出した「小説 徳

川家康」が足かけ十八年後の昭和四十二年の

陽春に終わった。400字原稿用紙にして17,400

枚単行本にして26巻、これを書こうと準備にか

かったのはその二年前からだったので私の年齢

にすると満四十歳から六十歳まで、とにかく「平

和に------」に一つの祈りをこめて書き継いで

来たことになる。私はこれをまずわが家の庭の一

隅にまつる「空中観音」の霊に供える。空中観音

は昭和二十年春、私が鹿児島県鹿屋飛行場か

ら大空に見送った特攻隊の若人たちの諸霊で

ある。諸霊よ、私はあなたがたに「後を頼む！」と

「卓話 岩本会員から頂いた百田尚樹著『永遠の0』を読んで」 上野 徹 会員           

云われた言葉を忘れてはいない。しかし、微力

な文学の徒であった私には、こうした供養しかで

きなかったことを笑って許してくれるであろうか。 

昭和四十二年三月二十九日空中観音小堂に

て山岡荘八』今頃慰霊塔周辺は、満開の桜に

埋めつくされています。 

 神雷部隊とは昭和２０年２月から鹿屋航空基地

に司令部を置いた第５航空艦隊所属の第７２１

海軍航空隊、人間爆弾「桜花」の部隊をいい昭

和２０年３月２１日より６月２２日までの間特別攻

撃隊として出撃し南海の空に散った戦友の霊を

祀るために昭和５３年３月に第７２１海軍航空隊

の特攻隊員であった小城久作氏が神雷部隊の

宿舎にしていた旧野里小学校の跡地に碑を建

立したものです。碑文には当時海軍報道班員と

して野里村に住み神雷部隊の隊員と親交が

あった作家山岡荘八氏の撰文が刻まれている。 

【碑 文】 

 『神之池基地及びその他の基地より志願して

来た特別攻撃隊員は日本最南端の九州鹿屋

の野里村小学校に結集、昭和２０年３月２１日よ

り同年６月２２日まで出撃を継続し散華していっ

た。神雷部隊の後続は竜巻部隊と呼称、その中

には櫻花隊、攻撃隊、爆戦隊があった。私もこ

の時海軍報道班員として野里村の百姓屋に住

み、隣家にあられた特攻隊育ての親岡村基春

司令の謦咳に接し、戦況の推移を具にこの眼に

焼きつけたが、連日、紅顔の還ること無き出撃
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隊員を、血涙で見送った辛い思い出がある。 

この若き戦士達の鎮魂を希い全日本人の感激

を籠めて撰文と為す。 

於世田谷空中庵茶経室 山岡荘八 昭和５３年

３月吉日 建立者元櫻花隊員城久作 妻泰子』 

【建 碑 由 来】 

 『建碑者小城久作君は此の鹿屋で特攻隊員と

して祖国の危機に参加した同志の霊を葬い、今

後このような戦争の無い平和国家日本への祈

願を籠めて、戦後３３年目に漸く私財を投げうっ

て私との約束を果たして呉れた。この野里村 の

宿舎は私が海軍報道班員として岡村司令と寝

       

＜２０１３献血キャンペーン＞ 
＊３月２７日(水）献血キャンペーンチラシ配布 

 ◆参加者（敬称略） 

   北村、三木、多田、橘、高島、上山 

 

 

＊３月２９日（金）献血キャンペーン 

◆ 献血結果 

 採血受付数 68名  

 採血合計数 52名（400ml 46名、200ml 6名） 

 

◆参加者（敬称略） 

   粟津、畠仲、日野、岩本、北川、北村 

   國田、森川、嶋田、多田、高島、上野 

＜社会奉仕委員会報告＞ 

 社会奉仕事業の一環であります献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、春の交通安全啓発活動に早朝より多数の会員が出席、ご協力を

頂き無事終了しました。ありがとうございました。                    社会奉仕委員長  多田利生 

食を共にし、度々の空襲にも逢って具に隊員た

ちの生活を見聞きして来た、思えば切なく懐し

い土地である。本来自分の名前は出さないとい

う小城君の希望であったが彼の純一無垢な心

情から発した建碑であるだけに敢えて私は記名

するように助言した。特攻隊訓練の地茨城県の

神之池にも建碑する。くだくだしいことは言わな

いがこの碑を見て改めて今後の若い人達の何

かの心の支となり尊い散華の跡を末長く見守っ

て行って頂けたら小城君としても此の上ない喜

びであろう。                            山岡荘八』 

 

京阪牧野駅にて献血の呼びかけをしました。 

牧野生涯学習市民ｾﾝﾀｰにて実施 

くずは駅前にて交通安全啓発グッズ配布を実施 

  ＜春の交通安全運動啓発活動＞ 
＊４月5日(金)啓発パレード 

◆参加者（敬称略） 

   原田、畠仲、初木、駕田、北村、南、嶋田 

   多田、高島、上山、山本(一)、山中 

 

＊４月８日(月)くずは駅早朝キャンペーン実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆参加者（敬称略） 

  原、初木、日野、岩本、駕田、北川、北村、三木 

  南、嶋田、多田、橘、高島、上野、山口(尚) 



 

 

２０１３年４月の 

 ロータリーレート １＄＝９４円 

 

○本日の配布物 

①４月１０日週報 

②ロータリーの友４月号 

③わらしべと共に歩む会だより2013第14号 

④12-13年度委員会引継書 

本日の回覧物 

①ガバナー月信４月号 

○地区行事等出席報告 

3/27献血チラシ配布 北村、三木、多田、橘、高島、上山 

3/29献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ        粟津、畠仲、日野、岩本、北川 

                北村、國田、森川、嶋田、多田 

                 高島、上野、上山、山本（正） 

4/5 交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ    原田、畠仲、初木、駕田、北村 

                  南、嶋田、多田、高島、上山 

                 山本(正)、山中 

4/8 交通安全グッズ配布 原、初木、日野、岩本、駕田 

                 北川、北村、三木、南、嶋田 

                 橘、高島、上野、山口(尚) 

4/3天王寺血液センター開所式           初木 

4/5大阪府交通対策協議会春の交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

                              初木 

4/6第7回地区職業奉仕委員会新旧懇親会   國田 

○地区行事等出席予定           

4/12GSE職業研修       高島、原田、畠仲、國田 

4/27次年度のための地区協議会 

    北川、日野、橘、小北、米田、嶋田、木﨑、西田 

    國田、 原、駕田 

5/ 11新世代新旧正副委員長会議  

5/28 IM3組会長幹事会           高島、畠仲 
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第１８５６回例会出席報告（３月２７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名  27名 55.10％ 

第１８５３回 例会補正後 出席率 ５８．８２％ 

   メーク ５名  欠席 21名  除外 ３名 

       お客様  董璞玉様（米山奨学生） 

グルメ同好会第27回三九会開催 

  去る３月３０日（土）に大門酒造(株)「無垢根亭」にて  

 第27回三九会が開催されました。 

第１８５７回春季家族例会出席報告（４月６日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名  １８名 ４０．００％ 

第１８５４回 例会補正後 出席率 ７８．４３％ 

   メーク １名  欠席 11名  除外 ３名 

              参加ご家族 16名 


