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谷祥督君、本山孝君、中井常雄君、成田良治

君、西川豊長君、大口弘和君、尾関武弘君、鷺

谷龍男君、佐久間良治君、佐野寛君、鈴木正男

君田部井良和君、竹内眞三君、舎人経昭君、吉

田節美君艀様に、残普お兇郷い'.l.1しlげます。

『…………琴 きようの例会侭…………割
唯
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友愛の日

21立17周年例会
へ

(8/17分）

秋山茂則君終戦から54年。飛騨川バス』|{故から31

年。 j二1｢|のたつのは早いもので私は71歳になりました。

牧野登志子さんよろしくお願い致します。

水野民也君係がi!f少年交換学化の試験に合略しま

した。

成田良治君終峨後54年、食べるものもなかった時

を思い出し、今の幸せを感じています。

大谷和雄君全IL1i薊等学校総合体育大会で桜花学|蝋｜

高校バスケットボール部が優勝いたしました。

和田正敏君新会員の牧野紙忠子さんを迎えて。よ

ろしくお願いします。

山田壽勝君、吉田節美君終戦54年、巷間･の私た

ちには万感こもごも、感慨無雌の日々が統きました。

心から平ｲ11を祈ります。

足立一成君、青山敏郎君、二村聰君、萩原喜代

子さん、林哲央君、伊原正躬君、池田隆君、池

森由幸君、石黒正則君、伊豫田博明君、神崎住

恵さん、加藤重雄君、菊池昭元君、小林明君

小山雅弘君、久保田皓君、宮尾紘司君、水野

賀續君、中山信夫君、西野英樹君、大口弘和君

鴬谷龍男君、佐久間良治君、佐野寛君、鈴木正

男君、鈴木理之君、谷口優君、舎人経昭君、山

本英次君、山本眞輔君、吉田玄君

桜花学|蝋|バスケットボール全国催勝おめでとうござい

ます。

松島孝彰君誕生'二|祝い。

囹バナー紹介 松島紫彰沿

NORTIIERNGUAM.U.S.A.

｜田部井幹事報告’
1 .次Iml峨終例会は夜|ﾊlで、創立17周年I氾念例会とな

ります。
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囹“我等の生業”

圏出席報告

会員71(69)名 出席 55名

出席率7971%

前々回 8月3FI (修止出席率) 98.53%

’二コボックス

秋山茂則君8月23日は処署。二四節気のつ。普

さが止み、涼しさが近いという日です。昔から節分と

か春分とか八｜･八夜など季節を表す言葉がありまし

た。今年は温故知新ということで古い言梁を拾ってみ

ました。何か新しいものが出て来てますか

浅井誠寿君秋の草が花盛かりです。 “あはれさや

てふてふ寂びて草は花”

菊池昭元君卓話をさせて頂きます。よろしく。

小坂井盛雄君良い夏休みで、北海道へ行って来まし

た。

宮尾紘司君来H6 I-ILI 、ケーテイは元気です。我

家は英語とI]木語が入り交っています。

笹野義春君早退させて頂きます。

和田正敏君佐久間さん、いつも花のボランティア

ありがとう。

山本眞輔君和、会長、御世話になりました。

吉田玄君 ！''々、マスコミに真実は伝わりません。

萩原喜代子さん、林哲央君、堀江宏輝君、伊原

正躬君、池田隆君、池森由幸君、石黒正則君

伊藤健文君、伊豫田博明君、加藤重雄君、加藤

大豐君、河村政孝君、小林明君小山雅弘君

久保田皓君、黒須アイ子さん、丸山昌宏君、三輪

康君、三好親君、水野民也君、水野賀續君、水
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|ll l ’温聯職‘～古きをたずね､新しきを知る～ 恭紙磯擢蜘を伽Hしでおります。韓麟長テーマ



すさて、 ！活は変わりますが、 ここからは会長テーマ

の洲故知新にこじ|､I･けて、当クラブの会員年令は昭ｲll

10fl迄に生れた人34%、 1 1年以降が66%で年令から兇

る限り終戦を知らない人がｲ;I1当数見えますので、私の

lliき体験I譜でそのl'iを免じて頂きます。

去る81115口は54回『lの終戦記念l 1 ， 371IILI政府.12

雌全IKI戦没音追悼式が行われ、初めて君が代が庁IIHさ

れました、｢U本海軍の新兵教育」私は56年前、昭

#1118年に18才で横領賀海兵山に志願兵として入団、厳

しいスハルタ教育を受けましたl分隊約200名の集

I､ilで'k活各種教練が行われた‐海では水泳にカッター

の練料、手は血豆尻は腰掛ですれて皮がむけ、傷だ

らけIｲ1るのはWC等陸上では広い練兵場で銃剣術や
4｝グ ･qJ

38式歩兵銃拳銃などの教練、午前の教練の終りには

全幽I;ﾘ|礼台前に終ﾀl1数官の擶導注意を受け、やれ益食

かと思いしや教官は｢貴様らの教練は気合いが入って

ない｣｢食猟する資格ない｣と、広い練兵場を』1名の班

長が朧視のﾉじ走る事1時間､そのまま'r後の教練開始、

窄順と疲労にlii,iえてやるしかない。夜は就1墓前1 11#IIII

位釣床訓練、釣るに13秒、上げるに15秒が1l櫟、 この

タイム述成の為繰返し練習、最終は｢Iこめ貴様弊はなっ

ていない｣と遅かった数名を中央に呼び出し傾数の班
チカーゾ

良から粘神体で力一杯3～3()本尻をⅡ|jかれ、冷や汗に

飯は蒔ざめ意識を失い｢バッタリ」倒れる。川葱してあっ

た水を掛ける。とても人間の行為ではなく1可愛そうで

1. 1をそらす｡厳罰を受けない為には1え素素ill[で真ini ll、

l'l'間に負けない、何でも終りがある、止めが｜#|､る迄

､i畠抱する蔀を党える、斯くして数々の苫猟を乗越えｲ《

III1の気力体ﾉJが育ち6fr l 1 、体電は2/3に減り ・変

した姿、終!'試験に合格実戦部隊に|咄属となる｢鉄は

熱いIﾉ1にｲ.l.て｣とIL;.われますが、現在のr11 11社会に於

ける杵者にも何かが欲しいと思えてなりません。②

｢終戦1111:後の建設業｣昭和2:l～25年頃、焼野原の腹與は

学校、 li宅、米軍施設の建設でした< n本の宅地造成

はリヤカー、 トロッコ、薪木炭で走る被れ切ったトラ

ック、米飛はﾉ<刑ブルトーザ、ダンプカー、頂{1M物膨

助にトラッククレーン､何もかも初めて兇る物ばかり、

その機動ﾉJにビックリ仰犬、之では戦争に負ける符だ

と推もがボヤイタ､次は米軍将校宿舎2″×4″の雄I没、

初めて兄る英字の図面と書類、英語の勉強などした報

のない荷の"j挑戦、会社の通訳の助けを得て、すべて

にI I本字仮名をふり、建築専門用語で判らない部分は

想像で何とか見枝り契約出来た。 さて英語の知らない

現場主任と、米車の日本語が話せない驍併で正事が始

まる。まずも人のI1.合せは、窄談でOK、 NO、YES

だけ、でも｢安ずるより産むが安し｣国や人徳は異なっ

ても誠実と努ﾉJで心は通じ_I二事も予定通りウ派に完成

出来た｡

斯くして実社会50年数々の人と物の出会い、鍛えら

れた精神力、恵まれた健康で今も第一戦で健在です。

末,kく友人として御指導下さい。

|和田会長挨拶

医娠lfI係がIIII来る災',ifなどの対.策については、神ﾉ 『

大震災からﾉ<きく変化しつつあります‘ 今II IIは人の急

病に対する取り糸llみ〃と問題点についてi活します。

名占屋IIjは救急病院輪稀体llillを施11:しています ・

次、二次と2次救忽に分顛されiili防ﾙｳ救急折令センタ

ーと医師会の救急'Ii';'服センターが必ﾀﾋに他行様のお役

にたとうと努ﾉ』し働いています

救芭叩が到符したllfはまだ呼I股をしていた愁荷様も

瓶院にj§l階するまでに呼吸係11:してしまうことがあり

ます。 ｜ |本の救急体制において救命|:は|ﾊl擴的な’|#の

み↑rえます例えば、 下を使ったll,"雌からの心ll随マッ

サージやマスクを使川した人|:呼吸群です救怠'lilﾉ1

には心'屯|､><lモニター、 カウンターショ､ソク、人l:ll､F1吸

器、点滴セツ|､群がそろっていて心,'EI,xIモニターをつ

けて心臓ﾙ)iの患尚様で埴症なｲく幣脈を!認めた時、腱帥

であれば1(ll(《にカウンターショックを↑j患いｲ《終脈の泊

旅をしますが、救急隊興はモニターの波形を指定され

た病|;光へ咽I;ifl' '1線を利川して'&{送し|災肖の折,Kに従い

電気ショックを行います。救.世11|〔がIIIIIi脈にいるかで'I:E

『活IIII線がつながらない場合もあります" l1#llllがかかれ

ば不幣脈でﾀﾋ亡してしまいます残念ながら彼らの､ﾄ'l

断では淌旅は決してできません。芯!'|'|§呼|吸不余の心尚

様や呼|吸停II状態の方に、 もし彼らがIII1:,|務女《棚;雌保

(特に気檎;|ﾉ､l柿'''1'チューブ仙川)ができればその救命率

はかなり尚くなると思いますが、救命救芯! |:がチュー

ブを仲人できず、忠行様がﾀﾋんだ'け§そのｲj為に対.して

の黄価をI椎がとるのか|A腿となります#， うまく肺'lm{で

き呼l股をしはじめてもそれまでにかかった||､flHlのlAl迦

で意識が灰らないII＃、本人の意思がどうであったか？

その饗を兇た家族はどう号えるか？その↑r為がllLか

つたか、のl'iIIはI誰がとるのか？

救急咲探の現場には余りに多くのlNl腿があります。

二

◆卓話

“人生72年を顧みる”
会員菊池昭元君

へ

ロータリーに関したI活に少し触れて兇ます。それは

ロータリーの公式徽市です。 乎統喫覚の橘称と徽噸の

厳に「6本の1冊2,1のi陥伽・つの樅穴のあるill!|[｣である

各部の大きさはI1I1:雁を61としl l1 , 1',(、深呼比例で定め、

色は全体が金色、 ’附縁のIILIヶの繩みはロイヤルブルー、

文'j鷺は金色である、尚隙噸は小さい為|妙‘<はなくてよ

いとあります。この小さな鯛!|[の隙jifはよくII#:ち解

り易くロータリーアンl 'il,世、 1'｣[い{I;棚で結ばれていま

|◆次回例会（9月7日）

ガバナー補佐訪問
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