
 

 

本日の例会（第１５２３回） １１／２８（水） 

◆スピーカー 会 員 山田 浩二君 

◆題    名 ベトナムガイドブック 

次回の例会（第１５２４回）   １２／５（水） 

◆クラブ年次総会を行います。 

第１５２２回例会記録    １１／２１（水）晴 

◆司    会 足立陽一郎君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆来訪者紹介 国際ロータリー第 2760 地区 

                ローターアクト委員会 

委 員 武田 正典様 他 6名 

◆来訪者受付  半田 RC 青井 雅純君 他 36名 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1520回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  10名中

出席会員数  29名  MAKE UP  10名

出 席 率  74.36％  出席率訂正  100％

－ 名古屋名城ＲAＣとの合同例会を開催 － 

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

みなさん今晩は。本日は、名

城ローターアクトクラブの皆様

との合同例会です。名城ロータ

ーアクトの皆様には、当クラブ

一同、心より歓迎いたします。ごゆっくりお過ごしいただき、

当クラブ会員と親睦が深まることを願っております。 

 さて、今日は、ローターアクトの若い方々がいらっしゃいま

すので、みなさんのお祖父さん世代の人々が経験された太平洋

戦争の話をします。以前にお話しましたとおり、太平洋戦争は、 

 

 

昭和 16年（1941年）12月 8日未明の真珠湾攻撃に始まり

ました。 

 一方、米軍は、開戦の翌年である昭和17年4月18日にＢ

25 により名古屋を含む６都市に初空襲を行っています。この

時は、米軍の太平洋上の空母からＢ25 を発進させたもので、

単発的な空襲でした。 

 その後、米国では、長距離重爆撃機Ｂ29（航続距離 5.230

㎞、高度 1 万ｍ）が開発され、昭和 19 年（1944 年）6 月

15 日に、中国本土成都から北九州の工場地帯などを爆撃して

います。しかし、中国本土への燃料や爆弾の補給に限界があり、

これも単発的なものでした。 

 そして、米軍が本格的に日本本土の空爆を実施するようにな

ったのは、昭和19年（1944年）11月以降のことでした。

これは、昭和19年6月のマリアナ沖海戦で日本海軍が大敗し、

7月 7日にはサイパン島が陥落するなど、マリアナ諸島が米軍

の支配下となったことから、米国空軍がマリアナ基地からＢ

29 を発進できるようになったからです。このルートで最初に

空襲があったのは、11月24日の東京でした。 

 名古屋では、12 月 13 日に三菱発動機工場（現在の東区大

幸町）付近、12 月 18 日に三菱航空機工場（現在の港区大江

町）付近がそれぞれ空襲を受けています。このころは、米軍は

軍需工場を標的として空襲していましたが、昭和20年（1945

年）になると、市街地に焼夷弾等をまきちらす、いわゆる無差

別爆撃をするようになり、3 月 10 日の東京大空襲（死者約

10 万人）や 3 月 12 日の名古屋空襲（死者 586 人）が悲惨

を極めました。 

 因みに、名古屋城が炎上したのは、5月14日の空襲の際で、

午前8時ころから約470機のＢ29が名古屋市北部に来襲し、

約 2.500 トンの焼夷弾を投下したとされています。3 月から

5 月にかけての空襲により、名古屋だけで約 4.300 名の死者

が出たとされています。その後も8月の終戦まで、空襲は続き

ました。 
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 今日でも、時々不発弾が発見されることがあるなど、戦争の

傷跡は現在も残っています。機会があれば、是非お祖父さん等

に当時の話を聞かせてもらうとよいかと思います。 

 ありがとうございました。 

名古屋名城ローターアクトクラブ 

会  長    中田 真理子 様 

今期名城ローターアクトクラ

ブの会長を務めさせて頂きます

中田真理子と申します。 

日頃より名城ローターアクトクラブをご支援頂きまして、誠

にありがとうございます。心より感謝いたします。 

今期は、「こころざし」をテーマにさせて頂きまして 

「奉仕活動の根本をこころざす」 

「仲間と和を持つ活動をここざす」 

「ひとりひとりの個性を認め成長し合う活動を目指す」 

ことを目標として活動しております。 

早いものでもう11月も半ばになり、あと一ヶ月ほどで半期

が過ぎようとしております。この半期の間、会長として一生懸

命努めさせてもらいましたが、まだまだだと思っております。 

今日の合同例会でロータリアン様に喝を入れて頂き、残りの

半期を一生懸命務めさせて頂きます。 

本日はこのような場を設けて頂きまして、ありがとうござい

ます。 

幹  事  報  告  

1.本日は名古屋名城ＲＡＣとその関係者の皆様との合同例会で

ございます。ごゆっくりお寛ぎ下さい。 

2.100 ドル寄付を 11 月支払いで申込いただきました方は、

22日までにご送金下さいますようお願い致します。 

3.「2013年Ｒ.Ｉ.国際大会（ポルトガル リスボン）へのお誘

い」のアンケートの提出締め切りは、11月 26日(月)までと

なっておりますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

武田 正典様（地区ローターアクト委員） 

本日はお世話になりました。 

佐久間良治君（名古屋千種） 

本日ＲＡ委員会でお世話になりました。 

加藤あつこさん 

ボジョレ・ヌーボーのパーティー、ありがとうございました。 

道家 泰之君 

ゴルフ友の会11月例会、優勝させていただきました。 

ありがとうございます。 

梅村美知容さん 

寒くなりました。先週はカゼを引きました。 

【本日は名城ローターアクトの皆様との合同例会です。よろし

くお願いします。】 

小關  敏光君 山田  浩二君 足立陽一郎君 北村 紀子さん 

岩田  満治君 柘植  勝介君 星川  直志君 藤原  研一君 

石黒    勉君 伊藤  晋一君 加藤  昌之君 渡邉  泰彬君 

半泊  與則君 遠藤  友彦君 杉浦  定文君 入江由希子さん 

赤崎  守弘君

阿部  美男君

尾關實津成君 

西脇  多吉君 

古川  康司君 

宇都木  寧君 

尾関  正一君 

 

 

 


