
           

 

本日の例会（第１４６７回）    ９／２８（水） 

◆スピーカー  会  員  松岡  三明君 

◆題    名 彼岸のこころ 

次回の例会（第１４６８回）    １０／５（水） 

《職業奉仕月間卓話》 

◆卓話紹介会員 職業奉仕委員会  委員長  加藤あつこさん 

◆スピーカー  国際ロータリー第 2760地区 

                職業奉仕委員会  委  員  早川  和男様 

◆題    名 職業奉仕と社会奉仕の違いについて 

※例会後、職場見学会を行います。 

第１４６６回例会記録      ９／１４（水）晴 

◆司    会 柘植  勝介君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介  米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

元米山奨学生  謝  平さん 

◆来訪者紹介 名古屋RC 中北  智久君 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1464回例会

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  10名中

出席会員数  31名  MAKE UP  10名

出 席 率  81.58％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

副会長  岩田  満治 

世界中でもっとも怖れら

れ、嫌われる手紙は、戦死

公報だろう。第二次世界大

戦における日本の戦死者は

約230万人。ということ 

 

 

は、230 万通の戦死公報が配達されたことになる。私は実物

を手にとって見た事があるが、実に薄っぺらく軽いものだった。

吹けば飛ぶようなあの紙を握りしめ、愛する家族を奪った国家

を恨んだ人もいただろう。しかし戦死公報よりもさらに辛い、

国家からの手紙を手にした人びとがいる。戦犯として処刑され

た人たちの家族である。 

沖縄戦のさなかの石垣島で、上官の命令で捕虜の米兵の殺害

にかかわり、ＢＣ級戦犯として死刑になった田口泰正。彼は現

在の東京海洋大学から出征した学徒兵だった。刑の執行後、田

口の父・巳一郎宛てに、国から死亡公報が届く。 

記 

昭和25年4月18日付 連合軍総司令部覚書により田口泰正

殿は昭和23年3月16日横浜軍事法廷において死刑の判決を

受け昭和 25 年 4 月 7 日巣鴨拘置所に於いて死刑執行された

旨通知があったからお知らせする。 

なお戸籍の抹消は当局において手続き中だから承知されたい。 

昭和 25年 4月 26日 木村外務省連絡局長 田口巳一郎殿 

これが全文である。田口の裁判の詳細を追った森口 豁「か

つ」氏の「最後の学徒兵」（講談社文庫より）森口氏によれば、

この公報が届いたとき、故郷ではすでに遺骨のない葬式をすま

せていたが、田口の父親は涙を見せることなく、終始毅然とし

ていたという。しかし公報を受け取ってから人が変わったよう

に気持ちの張りをなくし、「国にだまされた」「裏切られた」と

口にするようになった。そして翌年、息子の後を追うように、

52歳の若さで亡くなっている。憤死である。 

この公報の、お役所仕事そのものといった感じの事務的な文

面を読めば、父親の落胆と怒り、むなしさがわかろうというも

のだ。（通知があったからお知らせする）とは、まるで他人事

ではないか。21 歳の息子を学業半ばで戦場に引き出したのは

誰なのか。しかも罪に問われたのは、上官に命じられて捕虜を

殺害したことだった。日本の軍隊では上官の命令は絶対で、抗

命はほとんど死を意味する。しかし戦犯裁判では、命令によっ
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て捕虜の虐待や殺害行為を行った者にも厳しい判決が下され

た。保身の走った上官の罪を部下がかぶることさえあったのだ。 

田口が処刑された昭和25年、東京の街はすでに復興いちじ

るしく、「銀座カンカン娘」が大流行していた。処刑の記事を

載せた新聞は一紙だけで、数行の短いものだった。戦犯の運命

を気にかける日本人は、もうほとんどいなかった。 

「まるで他人事 処刑公報」 

平成23年 8月19日    中日新聞  夕刊  「百年の手紙」 

20世紀の日本を生きた人びと    梯  久美子  より 

幹  事  報  告  

1.今月は新世代のための月間です。後程月間に因みまして、星

川新世代奉仕委員長より卓話をして頂きます。 

2.本日の例会に元米山奨学生の謝 平さんがご来訪されており

ます。 

委 員 会 報 告 

・「第1回地区内クラブ環境保全委員長会議」報告 

 

（社会奉仕副委員長    尾関  正一） 

・職場見学会のご案内 

 

（職業奉仕委員長    加藤あつこ） 

卓  話 

新世代月間について 

新世代奉仕委員会 

委員長   星川  直志 

9 月は新世代のための月

間とされています。新世代

奉仕委員会は範囲が広く多

くの委員会が所属していま

す。が、当名北ＲＣが主として関わっているのはローターアク

トだけですが一応の理解を得るべく手続要覧の主なヶ所を掲

載させていただき、卓話にて若干お話をさせていただきます。 

「以下手続要覧より」 

新世代奉仕について 

各ロータリアンの責務は、年齢30歳までの若い人すべてを

含む新世代の多用なニーズを認識しつつ、よりよき未来をもた

らすために新世代の生活力を高めることによって、新世代に将

来の準備をさせることである。すべてのクラブと地区は、新世

代の基本的ニーズを支援するプロジェクトに着手するように

奨励されている。基本的ニーズとは、健康、人間の価値、教育、

自己開発である。新世代のためのＲＩ常設プログラムには、イ

ンターアクト、ローターアクト、ロータリー青少年指導者養成

プログラム（ＲYＬＡ）、ロータリー青少年交換がある。 

新世代のための月間 

年齢30歳までの若い人の育成を支援するすべてのロータリ

ー活動に焦点をあてるために、9月は「新世代のための月間」

に指定されている。ロータリー・クラブは、「各ロータリアン

は青少年の模範」という標語を「新世代のための月間」中のク

ラブ会報や広報資料に使うよう奨励されている。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

星川  直志君 

卓話をさせていただきます。 

尾関  正一君 

9月ゴルフ友の会例会を欠席しまして。 

足立陽一郎君 

昨日のゴルフ友の会例会で優勝しました。 

これで今年のノルマも無事達成しました。 

ありがとうございます。 

岩田  満治君 

ゴルフ友の会レベルの高さに驚きました。 

梶川  久雄君 

（岩田君のコメントに）まったく同感！! 

梅村美知容さん 

昨日はゴルフ参加できませんでした。 

又よろしく。 

【星川新世代奉仕委員長、本日の卓話よろしくお願いします。】 

横井    登君 北村紀子さん 服部    保君 渡邉  泰彬君 

柘植  勝介君 尾關實津成君 柴山  利彌君 石黒    勉君 

古川  康司君 西脇  多吉君 藤原  研一君 堀  美喜雄君 

西脇  良一君 山田  浩二君 小關  敏光君 阿部  美男君 

加藤  昌之君

近藤    朗君

 

伊藤  晋一君 

横田  徳久君 

 

梅田    渉君 

木村  雅一君 

 

加藤あつこさん 

 

 

 


