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東京日野ロータリークラブ 第２２１５回 週報

例会プログラム

司会 小宮 延雄

例会進行委員

開会点鐘

藤林 良昭 会長

ロータリーソング

ソングリーダー

熊井 治孝 君

『君が代』

『奉仕の理想』

ヴィジター・ゲスト紹介

米山奨学生 ナイ・ウィン君

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

委員会等報告

会員増強・親睦委員会 成田委員

新世代奉仕委員会 松浦委員長

出席委員会 仲谷委員

財政健全化について 野村会計

卓話 森岡 弘通 会員

忘れられた国家 「満州国」

食事 日野寿司 （和田会員）

ひの薪能

平成２３年１０月１日

午後６時開演

日野中央公園

事務局にてチケット発

売しています。

会長挨拶 藤林 良昭 会長

こんにちは。

本日は、米山奨学生のナイ

・ウィン君が、民族衣装で例会

に参加してくださいました。国

境というものは、それを越えた

途端に、言葉・通貨等々が変

わってしまいます。ナイ・ウィン

君と私達は、友人同士として

交流していきたいと思います。

日本とミャンマーを繋いでいきましょう。

幹事報告 和田 達也 幹事

育成会チャリティーコンサートに当ク■

ラブが協賛し、プログラムに協賛者

名が掲載されております。

ニュースレター「今こそポリオ撲滅の■

とき」を回覧します。

ロータリー財団地域セミナー及びメ■

ジャードナー午餐会開催のご案内が

来ております。

東京ｉシティロータリークラブより国際ロータリー加盟認証状伝達■

式の案内が来ております。

東京神宮ロータリークラブより、例会場が六本木ヒルズに変更にな■

ったと連絡が来ております。

以下クラブより例会変更のお知らせが来ております。■

東京八王子ＲＣ 東京八王子東ＲＣ 東京八王子西ＲＣ

東京八王子南ＲＣ

飯作会員より出席免除会員の申請があり、理事会にて決議の結果■

承認しました。

役員・理事・委員長の方へスケジュールの連絡です。■

・ 10月の理事会は、10月5日 17：30 より大政寿司にて開催。

・ 第１回クラブ協議会は同日 18：30 より同じく大政寿司です。



東京日野ロータリークラブ 第２２１５回 週報

ニコニコ

本日のニコニコ ８名 19,000円

累計 217,500円 （予算達成 21.8%）

報告 成田 恭隆 会員増強・親睦委員

藤林良昭 君 東日本大震災で液状化し

た当社の土地が先週やっと買い手と話が

まとまりました。

和田達也 君 涼しくなったので、よく眠れ

るようになりました。森岡さんの講義を楽し

みにしております。

清水博雅 君 ○大 本日の卓話「忘れられ

た国家 ”満州国” 」についてお話しいた

だくこと、満州国立大学を卒業して、終戦

前後の満州国を体験した者としては是非

とも出席して、お話をおうがかいしたく。

熊井治孝 君 いつもお世話になっていま

す。

西山尚之 君 ラグビー

ワールドカップ開催。

日本は初戦１０日（土）

１５：００～ フランスと対

戦します。日本ＴＶで

生中継あり。是非、応援してください。

小峯敏夫 君 今月５０歳の節目を迎えら

れ、ありがとうございます。

山下雅弘 君 今日は、この後、妻孝行し

てきます。

成田恭隆 君 先日の健診結果でオール

Ａでした。まだ飲めそうです。

委員会報告など

月例祝賀（９月） 成田 恭隆 会員増強・親睦委員

入会記念日

清水博雅君（S49）

藤林良昭君（H17）

誕生日

小峯敏夫君（9/17）

夫人夫君誕生日

藤林良昭君（和子さん9/7） 井村廣巳君（ひとみさん 9/24）

出席委員会 仲谷 政毅 委員

MU 本日の事前メークアップ

小島馨 君 山村俼偀 君

飯作金彦 君

MU 前回・前々回のメークアップ

なし

会員総数 出席総数 ＭＵ
欠席 出席率

(うち出席免除) （うち免除者数） (うち免除者数)

本日 34 22 3
6 80.65%

2011.09.07 (7) (3) (1)

前回訂正 34 24
1+0 6 80.65%

2011.08.31 (6) (3)

前々回訂正 34 13
8+1+0 7 75.86%

2011.08.24 (6) (0)

新世代奉仕委員会 松浦 信平 委員長

ご存じのとおり、今年度はブリティッシュヒルズ国内留

学事業が中止となりました。これを受けて日野市教育委

員会と協議してきましたが、今年度中に新たな事業を共

同で行うことは難しいと判断されました。そこで、今年度

の日野ＲＣとしては、社会奉仕委員会と合同で、また新世代育成特別委

員会とも相談しながら、被災地の学びの場に対して援助するプロジェクト

を行っていくことにいたしました。

昨日のローターアクト例会には、会長・幹事にも出席いただきました。

財政健全化について 野村 圭伊 会計

我が日野ＲＣは、会員が減少しても従来通り活発な活

動を継続してきた為、財政が逼迫してきています。そこ

で、財政健全化特別委員会を組織することになりました。

委員は次の方々です。

野村圭伊、後藤一郎、森岡弘通、谷井正剛、小倉裕美、和田達也、

山下雅弘、山口徹雄、阪口茂 （敬称略）

おめでとうございます。

なお、メールボックスに、

親睦旅行の案内を入れ

ました。ふるってご参加く

ださい。

本日も８０％を越

えることができま

した。飯作会員が

出席免除会員に

なられました。
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卓話 忘れられた国家 「満州国」 森岡 弘通 会員

はじめに 満州国は、日本人の歴史の記憶からもどんどん消えていま

す。満州国という国家の記憶は消えてしまってもよいのかもしれませ

ん。しかしそこには、忘れられてはならない戦争の悲劇や歴史の教訓

がありました。それらは、もう少しの間、記憶にとどめておかれるべきと

考えています。

満州国の誕生 満州国は、昭和のきわめて短い一時期（１９３２年～１

９４５年）、中国の東北部に日本の軍隊（関東軍）によってつくられた、日本の傀儡国家です。国

際社会は、当時この日本の満州占領を不当として国際連盟に日本軍の撤退を求める勧告案を

提出しこれを可決したのですが、日本はこれを不満とし国際連盟を脱退し、独自で満州の経営

にのり出しました。

都市部と農村部 満州の日本人は、文明の恩恵に浴し社会の実権を握る都市生活者と、苛

酷な自然環境のもと土地を開拓する貧しい農民に大別できました。

私は、都市に生活しておりました（１９３６年に森岡会員は生誕）。学校の校舎は鉄筋コンクリ

ート造で、日本語で日本と同じ教育。水道・電気・ガスも完備し、日本よりも恵まれていました。

敗戦時も直ぐには実感がわきませんでした。

一方、農村部の開拓団は寒い土地で厳しい生活を強いられていました。１９４５年８月の旧ソ

ビエト軍の侵入によって最も悲惨な運命にさらされたのも、この農村部の人々、とくに女性や子

どもたちでした。関東軍は民間人を置き去りにしてしまい、旧ソビエト軍に抵抗するまともな武力

はありませんでした。都市部に逃げる途中で、国境地帯の開拓団の人々が多数亡くなりまし

た。

大きな二つの問題 日本の敗戦後の満州では数々の悲劇が起こりましたが、私は次の二つの

ことを特に大きな問題と考えています。

①居留民や軍人の日本への帰国（引き揚げ）を約１年間放置した日本政府

日本政府は、できるだけ現地（崩壊した満州国）にとどまりなさい、現地で頑張りなさいという

身勝手で無責任な態度でした。現地には、法も警察もありません。終戦の翌年（１９４６年５月）

に旧ソビエト軍が撤退し、その後、米国から引き揚げの助言があって、ようやく帰国が実現しま

した。

②占領下の人々の財産や生命を専ら自国建設に利用した旧ソビエトの不法

ポツダム宣言のなかでは、「軍隊は各人、家庭に帰る」ことを約束されていましたが、スターリ

ン支配下の旧ソビエトは、これを完全に無視しました。シベリアに送られた約６０万人の捕虜のう

ち、沢山の人が亡くなっています。私の住んでいた家でも、ソビエト軍が全ての物を持っていっ

てしまいました。

ご参考 本日の卓話は、パスト・ガバナー坂本俊雄さん著の「沈まぬ太陽」（文芸社）も参考に

しました。詳しく知りたい方は、ぜひ本書をお読みください。お薦めいたします。

東京日野ロータリークラブ会報
会 長 藤林 良昭
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小峯 敏夫 西山 尚之
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