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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「学生時代」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・職場例会 浜岡原子力発電所

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

学生時代

つたの絡まるチャペルで

祈りを 捧げた日

夢多かりしあの頃の 思い出をたどれば

懐かしい友の顔が １人１人うかぶ

重いカバンを抱えて 通ったあの道

秋の日の図書館の ノートとインクの匂い

枯葉の散る窓辺 学生時代

先週の記録

幹事報告 幹事 北 健司君

① 地区大会の案内

大会1 日目：2011年 11月 19日（土）受付 12:00

本会議13:15 開会

大会2 日目：2011年 11月 20日（日）受付 11:30

本会議12:00 開会

場所：ウェスティンナゴヤキャッスルホテル

午後開催ですが2 日目は10:45～11:45に限り、友

愛の広場にてカレーライス、焼きそば、きしめん

２０１1 年１１月１８日（金）第２０７０回（１１月第３例会）

などの昼食の準備があります。

本会議場入口付近で事前登録者の名札をお渡しま

す。

② 岩倉 RCより例会場変更の連絡

平成 23年 12月まで 現在の岩倉商工会館

平成24年1月から 岩倉市生涯学習センターに

変更

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 １１月２９日(火) １１月２９日（火）12：30～

ＲＣ 合同例会の為 陶磁器資料館

名古屋城北 １１月２９日(火) １１月２９日（火）

ＲＣ 夜間例会の為 栄東急イン

瀬 戸 北 １１月２９日(火) １１月２９日（火）12：30～

ＲＣ 合同例会の為 陶磁器資料館

名古屋名南 １１月２９日(火) １１月２９日（火）

ＲＣ ゆったり例会の為 未定

◎例会休会のお知らせ

○名古屋清須ＲＣ １１月２９日（火）は休会

○名古屋空港ＲＣ １１月２１日（月）は休会

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 12 名 出席率84.7%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率84.7%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○年よりの卓話です。よろしく。 林 徹君

○卓話させて頂きます。 長谷川英輝君

○祝福のみなさんおめでとうございます。

風岡 保広君



○林・長谷川両会員の卓話を楽しみにして。

貴田 永克君

○林さん、長谷川さんの卓話を楽しみにしていま

す！！ 近藤 太門君

○長谷川英輝君の卓話を楽しみにしています。

宅間 秀順君

○長谷川先生の卓話を拝聴させていただきます。

中川 健君

○妻の誕生祝いありがとうございます。

社本 太郎君

○家内の誕生日。ありがとうございます。

名畑 豊君

○祝福を受けて。 伊藤 正之君

○お花ありがとうございました。 加知 康之君

○家内の誕生祝いを頂いて。 林 鑛三君

○お久しぶりです。仕事がせわしくてやっと出席

できました。 小川 長君

○伊藤正之さん、ありがとうございました。

加藤 茂君

○まいどまいどロータリーのゴルフコンペで優勝

させていただきました。 加藤久仁明君

○いつもホテルをご利用頂きありがとう。

早川 八郎君

○卓話を聞く喜びで。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 蓮野 美廣君

林 憲正君 磯野 俊雄君 伊藤 一裕君

北 健司君 小島 啓冶君 松尾 隆徳君

成瀬 浩康君 太田 弘道君 岡田 義邦君

志水ひろみ君 清水 勲君 菅原 幹夫君

高橋 理江君 塚本 兼光君 屋嘉比良夫君

山田 治君

卓話 林 徹君

卆寿の誕生を迎えて思い出すのは何と云っても太

平洋戦争の思い出である。丁度８月に中日新聞に

餓島からの帰還歩兵第228連隊最後の証言と云う

記事が 1 週間に亙り連載された。

その記事は読まれた方も多いと思いますが、私も

少しこの部隊に関係した事がありますのでお話し

致します。私は昭和 17 年 10 月に現役兵として岐

阜の第 68 連隊補充隊に入隊致しました。

その時1 ヶ月前に召集され同時期に初年兵教育さ

れた仲間が 12 月末に出征し向ったのが

第 228 連隊の救援のためでした。

翌 18 年 1 月に私は中隊からの選抜で富士の演習

に派遣されましたが、この演習は餓島撤収作戦の

指揮官教育の演習であった事を後で知りました。

この撤退作戦は日本軍の最初で最後であったと聞

きました。その後の島しょ陣地はすべて玉砕して

居ります。

餓島に日本軍（海軍）が野戦飛行場を建設したが、

米軍に古據されその飛行場を奪回するため陸軍部

隊を投入し激戦となり、その増援部隊として第 38

兵団が投入された。その編成の中の 1 部隊が第

228 連隊で、その撤退の救援に向ったのが一緒に

教育された仲間達でした。

撤退作戦は一応成功したが、連隊の上陸した 2500

人の兵士のうち、生還できたのは300余人だけで、

戦争で死亡した人数も多いが食糧の補給を断たれ、

餓死した兵士が大多数で餓島がまさに餓島となっ

た次第です。

（元米山奨学生の黄さん 近況報告）

（祝福 長谷川英輝君）

（卓話 林 徹君）


