
                                                                         

本日の例会（第１６３６回）  ４／１５（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

・北区子ども会育成連絡協議会へ 

名古屋名北ロータリークラブ賞贈呈式 

・新会員（斉藤 裕也君）職業紹介 

次回の例会（第１６３７回）  ４／２２（水） 

◆スピーカー 会 員 古川 康司君 

◆題    名 尊師. 高橋法昇先生の教え 

～素晴らしき少林寺の心と技 

第１６３５回例会記録       ４／８（水）曇 

◆司    会 加藤 あつこさん 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介 ジャズアーティスト 司 いつ子様 

◆来訪者紹介 直前東名古屋分区ガバナー補佐 

名古屋錦 RC 三浦 俊彦君 

出 席 報 告 

会 員 数  39 名  前々回訂正  1633 回例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  30 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  76.92％  出席率訂正  97.06％ 

会  長  挨  拶 

硫黄島 

会  長  岩田 滿治 

硫黄島の戦いは、太平洋戦

史に残る激戦だった。 

栗林忠道中将が率いた小笠

原兵団「13500 名」、市丸利

之助少将率いる海軍第 27 航

空戦隊「7500 名」。2 月 19 日米軍上陸、三十六日間の徹底

抗戦ののち、日本軍は最後の総攻撃を行った。1943 年昭和

20 年 3月 26 日のことである。硫黄島における海軍のトップ

だった市丸利之助少将はこの日、ともに突撃した部下の通信参

謀に、ある書類を持たせていた。通信参謀はそれを腹に巻いて 

 

出撃し戦死したが、米軍は遺体の腹巻きの中からその書類を発

見した。 

読んだ将校は驚いた。冒頭に（「ルーズベルト」ニ与フル書）

とあった、書類の中身は、市丸少将が当時の米大統領に宛てた

書簡で、日系二世の部下の手になる英訳文が添えられていた。 

書簡は（大日本帝国海軍 市丸海軍少将書ヲ「フランクリ

ン・ルーズベルト」君ニ致ス。我今、我ガ戦ヒヲ終ルニ当タリ

一言貴下ニ告グル所アラントス）と始まっている。米大統領と

対等の立場に立って自分の考えを申し述べる内容で、ルーズベ

ルトに対して一貫して「卿」あるいは「貴下」と敬称で呼びか

けている。海軍罫紙八枚にわたって綴られた書簡は、ペリー来

航から日米関係の歴史を説き起こす。 

日米開戦については、アメリカはもっぱら日本の真珠湾の非

を宣伝しているが、巧妙に日本を追いつめ、開戦のやむなきに

至らしめたのはアメリカであることを延べ、それは（貴下ノ最

モヨク熟知シアル所ト思考ス）としている。いたずらに攻撃的

になることを避け、格調ある文体で冷静に批判している。 

米国がすでに十分に繁栄しているにもかかわらず、それに満

足せず、世界中に富を求めて進出しようとしていることを（卿

ラ何スレゾ斯クノ如ク貧(どん)欲(よく)ニシテ且ツ狭量ナル）と

批判し、またアメリカが対ドイツの見地からソ連と協調したこ

とについて、ヒットラーと同じく独裁者を戴く、しかも共産主

義の国と手を組んだことの矛盾を突いている。戦死者の遺体が

積まれた硫黄島の地下壕で、死を前にした市丸少将がしたため

た書簡は、本当にアメリカに届いた。 

この書簡は、1945 年 7月 11 日のニューヨーク・ヘラルド・

トリビューン紙を始め、全米の各紙で報じられ、デンバー・ポ

スト紙は「ルーズベルトは日本提督の書簡で叱責された」とい

う見出しで紹介した。書簡は現在、米国・アナポリス海軍兵学

校記念館に保管されている。 

戦争末期の戦場だった硫黄島の海軍は、飛行機も船もない徒

手空拳の戦いを強いられ、その司令官だった市丸少将は、部下

とともに敵陣に突撃し遺体は今も見つかっていない。硫黄島の

戦いの中で玉砕戦死したのは栗林中将率いる陸軍将兵のみな
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らず、市丸少将率いる、海戦ならぬ陸地戦での玉砕は海軍全将

兵の無念さを物語っている。 

戦死 2 万１000 名・・遺骨 1 万 1750 柱が眠っている。 

黙祷 

太平洋戦争の戦没者総数三百十余万人 遺骨 113 万柱戻ら

ず！ 

平成 24 年 8 月 14 日 中日新聞夕刊 「続、百年の手紙」 

20 世紀の日本を生きた人びと     梯 久美子 より 

蛇足ながら第一次安倍内閣の 17 代総務大臣 新藤義孝氏は

栗林中将「戦死後陸軍大将」母方の孫にあたる。・母親は映画

俳優 新藤たか子氏 旧称「栗林たか子」 

幹  事  報  告  

1.去る 4 月 4 日(土)の春の家族会ご参加の皆様、大変お疲れ様

でした。 

 

久しぶりに例会に出席しご挨拶をする半泊與則君 

卓  話 

映画音楽の魅力 

ジャズアーティスト  司 いつ子 様 

「映画音楽の魅力」と題して、弾き語りによって以下の映画

音楽の魅力等をご紹介いただきました。 

1. ティファニーで朝食を ～ムーンリバー 

2. シャレード 

3. マイフェアレディ ～踊りあかそう 

4. シェルブールの雨傘 

5. ひまわり 

6. 慕情 

7. ゴッドファーザー ～愛のテーマ 

 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

三浦 俊彦君（直前東名古屋分区ガバナー補佐･名古屋錦 RC） 

久しぶりにうかがいます。 

半泊 與則君  ご迷惑おかけしました。 

梅村美知容さん 堀川や 桜楽しき 屋形船 

道家 泰之君  春の家族会にご参加いただいた方々、ありが

とうございました。 

【司 いつ子さんをお迎えする喜び。】 

渡邉  泰彬君 尾關實津成君   

【花見も終り、落花の雪。】 

岩田  滿治君 横井  尚啓君 星川  直志君 加藤あつこさん 

梶川  久雄君 遠藤 友彦君 橫井  登君 加藤 昌之君 

伊藤 晋一君 梅田  渉君 近藤    朗君 古川  康司君 

赤崎 守弘君 斉藤 裕也君 小關  敏光君 足立陽一郎君 

西脇  多吉君 

杉浦  定文君 

石黒  勉君 

玉置 正樹君 

木村  雅一君 

 

横田 徳久君 

阿部 美男君 

 

西脇 良一君 

宇都木 寧君 

 

春の家族会 

名古屋の市街を船に乗って、堀川をゆったりクルージング 

2015年 4月 4日（土） 

 

 

 


