
第 1.48８回例会     平成 30年６月 ６日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘      

2.）ロータリーソング     

3.）４つのテスト唱和  ４．） 本日のビジター紹介 

5.）会長の時間     6.）幹事報告        

7.）出席報告      8.）ハッピーBOX披露 

9.）各委員会報告   

10.）職場訪問「佐土原人形ますや」さん 

11.）ＳＡＡより次週例会案内 

12.）  点  鐘           

第 1.48７回例 平成 30 年 5 月 30 日（水）の記録     

■  4 つのテスト唱和  ●原田 宗忠会員    

言行はこれに照らしてから 

1. 真実かどうか 

2. 皆に公平か   

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなの為になるかどうか 

■ 会長の時間    会長 郡司 武俊 会員 

先週の土曜

日に佐土原

ライオンズ

クラブの 50

周年祈念式

典に出席し

てきました。

ライオンズ

クラブは私

に関係があ

ります。Ｈ２１年に無くなった兄が佐土原ライオン

ズのメンバーでしたし、父は小林ライオンズクラブ

のチャーターメンバーでしたので小さい頃は夜間

例会に行ったりしていました。バッジが沢山付いた

帽子は気になりました。佐土原ライオンズクラブは

1967 年に創立しております。現在の会員は 15 名、

内女性会員が 2 名という事です。 

チャーターメンバーを見ますと佐土原町の著名人

が名を連ねています。当時の 3 代目佐土原町長も会

員だったのですね、と戸敷 正市長が言われました。 

他には入野広光(日新商会) 渡辺勇(渡辺自動車) 

樋渡春雄(松久洋行)＜他中略させて頂きます＞ 

記念事業は佐土原町内の小学校に図書寄贈、佐土原

高校テニス部に助成金、佐土原ＬＣテニス大会の実

施、ガールスカウト第１６団に助成金、ＬＣＩＦに

1000 ドル献金、宮崎県アイバンク協会に寄付。 

式典参加者は来賓入れて 100 名位です。会場が少し

狭かったのですが、非常にまとまった式典でした。 

以前 1 度合同例会をした事があったと思います。 

年に 1 度開催するのもいいのでは。次年度のプログ

ラム委員に検討して頂きたいと思います。 

5 月の連休には娘が友人を連れて帰省して、せっか

くの休みも運転手でした、観光は霧島方面が硫黄山

の噴火で行けないため、日南海岸、綾方面でしたが

最後は行くところがなくて平和台公園に行きまし

た、平和の塔の前で手を叩くとビンビンと音が跳ね

返ってきますが、娘が叩いていたら、知らない男性

が話しかけてきて、平和の塔の意味を知っています

か？と質問されました。「世界の平和を願って造ら

れたのではないですか？！」と答えていました。 

するとその男性は「違います、この塔は八紘一宇と

いって、世界を 1 つにすることと言う意味です。」

と言われ、続けて・・・「これは太平洋戦争中に軍

部が日本の海外進出を正当化するためのスローガ

ンで作られた塔です」と言われました。ネットで検

索してみますと 1999 年にテレビ宮崎が「石の証言

～平和の塔の真実～」というドキュメンタリーを制

作していましたのでお話しします。平和の塔は昭和

13 年に構想が発表され、2 年後の昭和 15 年 11 月

に完成しています。その塔を取り囲む 4 つの土台に

は日中戦争時の国内外の日本人団体や中国各地に

展開していた日本陸軍から送られてきた 1700 個以

上にのぼる石がはめ込まれています。そして殆んど

の意思に送り主の名前が刻まれています。この石の
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中には中国の歴史文化上貴重な石が 2 個含まれて

いて、中国から変換要請があるそうです。その他 3

個のレリーフの石もあるようです、この 1700 以上

の石は当時の宮崎県知事相川勝六氏が当時の陸軍

大臣板垣征四郎に献石依頼の文章が防衛庁の防衛

研究所に保存されていたのを、ＵＭＫのテレビスタ

ッフが発見して分かったそうです。昭和 20 年 8 月

15 日に敗戦、戦争責任の追及から逃れる為に八紘

一宇の文字が削られ、塔の名前も｢平和の塔｣に変更、

やがて平和台公園として宮崎県の観光名所になり

ました。1964 年東京オリンピックが開催時、国内

聖火の基点に選ばれています。これは日本の最南端

である沖縄が日本に返還されていなかったので宮

崎になったそうです。2020 年の東京オリンピック

は沖縄がスタートなのでは。塔の正面の床にスター

ト地点が刻まれています。その翌年に八紘一宇の文

字が復元されています。長崎・広島の原爆ドームが

被害者としての日本のメモリアル、八紘一宇は加害

者としてのメモリアル、この二つのメモリアルの意

味を充分に認識して世界の平和がいかに大切かを

次世代に伝えていかないといけないと思いました。 

 

■ 幹事報告       幹事 梶田 與之助 会員 

〈文書案内

＞佐土原Ｒ

Ｃ６月度例

会案内～13

日の例会に

ガバナー補

佐の来訪が

ありますの

で多くの参

加をお願い

します。 

＜案内事項＞次週 6/6の例会は 職場訪問です。 

佐土原人形ますやさん工房に訪問させていただきま

す。多くの出席をお願いします。 

■ 出席報告         ＳＡＡ 荒武 義博会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■        本日の例会食(和食)             

■ ハッピーBOX披露        林 厚雄会員 

 

＜ニコニコへ＞ 

●藤堂 真由美

様～今年還暦で

す。ＲＣで祝って

頂きありがとうご

ざいます。 

＜財団へ＞ 

＊岩切 正司会員～ロータリーの友を読みましょう。 

■ 2018-19年度 地区研修・協議会参加報告     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度ﾛ ｰﾀﾘｰ財団委員長   田邉 揮一朗会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度 幹事・地区委員      籾田 直樹 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度 会長          鸙野 隆春  会員 

 

 

■ シ ョ ー ト Ｓ Ｐ                 

岩切 正司会員 

6/20夜間例会 

ＢＢＱ懇親会について 

 

会員数              27 名 

免除数              2 名 

出席数              20 名 

欠席届              7 名 

MU               0 名 

出席率             76.9％ 

62.90％ 


