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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 内藤靖雄委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「我等の生業」 
 
司会･進行 戸高克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 

   

                     

                 郷土研究家   福田 晃市 様 

                               金山  充 様 

  

    会長 延岡研一 

 

 今月２月は「平和と紛争予

防／紛争解決月間」です。 

 今日は、人吉新聞新年号な

どでも度々紹介されていま

す、高原の人吉海軍航空隊周

辺の地下壕の調査研究をされ

ている金山充様と福田晃市様においで頂きお話

をして頂きます。人吉海軍航空基地跡を地域の

新名所という目線から研究をされており、今日

はとてもしっかりした紹介冊子まで会員みんな

に頂いております。本卓話の補足資料として、

またこの秘密基地を理解する第1歩として読ませ

ていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 さて、人吉海軍航空隊は、昭和19年２月に開

設され昭和20年３月に組織替えとなり７月に解

体されました。この１年５カ月という短い期間

に、１期から８期までの飛行予科練習生、14歳

から18歳の６千名の志願し選抜された少年たち

が集い、６カ月という短期訓練を経て、それぞ

れの戦地へと向かって行ったのです。終戦時に

何名生き延びたのか今では調べるすべもありま

せん。 

  ここに「高原の予科練」（昭和53年12月発

行）という当時の教官本田寿男さんが書いた本

があります。本田さんによる当時の記録と教官

や予科練生からの寄稿文から構成されています

が、その中で昔の人吉の町に関するところが

あったので紹介します。 

 戦時中の事ですが、七日町のマオラン

（ニュージーランドアサ）工場の森田さんと市

役所の藤川さんが登場しており、森田さんには

一方ならぬお世話になったとあります。 

 そして、昭和19年7月、人吉市は80年ぶり

（江戸末期）の大水害に襲われ民家や橋が流さ

れて、今で言う災害派遣でしょう、泥まみれ汗

まみれになって救助、復旧に当たったとありま

す。戦前生まれで人吉におられた方で記憶にあ

る方はいらっしゃいますか。 

 また、32年後の昭和52年７月２，３日に一人

旅で人吉を訪れた方の寄稿に、「白雲食堂の隣

には「ヒゼンヤ」という洋品店、その隣には玉

屋という屋号の小さな店が」という記述があり

ます。この「ヒゼンヤ」となっている家が当時

世話になったクラブ（外出時に世話になった民

家で人吉のおうちといった感じでしょうか）で

中尾さんというお宅で、ご主人は亡くなってい

ましたが32年ぶりに奥さんに会われています。

（記憶では想像もつかない老女だったが外出の

たびにお世話になった人で、球磨弁がひどく意

味不明、想像しながら話したとのことです） 

ここら辺になると、ご存知の方も多いのではな

いでしょうか。 

 この本の中にも紹介されていますが、昭和46

年８月、東京、千葉、長野など全国各地の有志

が集い予科練人吉会を結成、そのメンバー200

人が集まり、麓町原城の瑞祥禅寺裏手高台の

通算２８７９回 第２９例会 
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会長の時間  P1 

 幹事報告、 出席率報告、結婚誕生祝い Ｐ2 

 外部卓話「人吉海軍航空基地跡のご紹介」Ｐ2～4 

 ニコニコ箱.Ｒ財.米山.奨学金カード  P4 
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「人吉城跡から高原を望む」場所において望岳

苑「予科練留魂の碑」の建碑式が行われまし

た。因みに、刻まれた「留魂」の文字は当時の

文部大臣、坂田道太氏のものです。 

 この際、快晴の夏空の下、祝賀飛行も行われ

ています。 

 しかし、この集いし予科練生たちもご存命の

方も高齢となり、また他郷の方達ばかりで整備

が行き届かず、荒れ果てた状態となる中、瀬戸

歯科の瀬戸弘君が奥さんの父が人吉予科練の野

方龍喜さんという縁で個人でシルバーさんに頼

んで除草などの整備をしていました。その事を

10年ほど前に聞いたので、それではと自衛隊Ｏ

Ｂの隊友会が毎年6月の総会前に整備したり、一

度は自衛隊にボランティアで伐採をしてもらっ

たりして、高原方面が望めるようになりました

が、年月が経ち、途中にあるスギ・ヒノキが成

長して高原を望むことができなくなっており残

念です。是非一度足を運んでみてはいかがで

しょうか。 

 最後に、この本の中の寄稿文の一部を紹介し

て終わります。 

「私も平和を愛することにおいては人伍に落ち

ない平和主義者の一人でありますが、世界は日

本だけが存在するのではありません。日本が現

在世界の中に置かれた立場を考えますと、いつ

また日本の危機が到来するやも知れないのが世

界状勢です。私は人吉航空隊で、予科練と共に

大東亜戦争を戦って来た真実の姿を子々孫々に

語りつぎ、万一ほんとうに万に一度母なる国を

侵さんとする国があれば、飛行予科練習生の心

と同じ立派な愛国の少年達に育つことを念願す

るものであります。精神の清らかで強い人間と

して戦争を知らない世代の人々の成長を祈りた

いと思います。」（分隊士 品岡勝重氏） 

 

 

    幹事 水野虎彦 
 

【理事会の承認事項】 

・人吉ＲＣ奨学基金委員会規則第４条3－②に基 

 づき奨学生の承認。継続奨学生３名、新規奨 

 学生３名の計６名。 

【連絡事項】 

・３月26日の地区大会後の人吉ナイトに米山奨 

 学生陳セイさんがご挨拶の来訪予定 

・台北稻江ＲＣより創立29周年記念式典案内出 

 席の方は幹事まで 

【回覧物】 人吉医療センター広報誌「翔」 

【例会変更取り止め】 

八代東RC 2月11日(木)例会を取り止め 

八代南RC 2月16日(火)の例会時間・場所変更 

        18:30～八代グランドホテル 

熊本北RC 2月18日(木)例会時間･場所を変更 

        18:30～旬彩福わ家 

   委員 尾上暢浩 

【親睦委員会】    委員長 原田知一郎 

 
【プログラム委員会】 
  
         外 部 卓 話 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    福田 晃市 様 

  皆様こんにちは。本日はこのような機会をい

ただき誠に有難うございます。私は、事務員、

経営管理の非常勤講師、著作家と３つの仕事を

掛け持ちしております。 

 本日は映像の形で人吉海軍航空隊基地をご紹

介させていただきます。貴重なお時間をいただ

きますがお楽しみいただけたらと思います。 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  78.33％ 

欠 席 者 数 13名  1 / 2 2 出 席 率  80.0% 

出 席 者 数 47名 補 填 数  1名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率   81.67% 

＊届け出欠席 漆野・新堀・有馬・下田・葉山・岩本・中村 

       田上・有村・大久保・岩井・小林清・和田        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 

＊メークアップ 地区補助金セミナー 本田       

               ２月の誕生祝い 

 岩本 泰典会員     ２日  伊久美 寛志会員   ５日 

 山賀 勝彦会員     ７日  山口 令二会員   １６日 

 安方 晃会員 １６日   

  

 

 ２月の結婚祝い  

 大久保 勝人会員   １日   岩本 泰典会員    ２日 

 漆野 智康会員    ７日  内藤 靖雄会員    ７日 

 下田 文仁会員 １１日 中村太郎会員 １９日 

 武末 憲一会員 ２７日  

講師 郷土研究家 

     福田 晃市様、金山  充様 
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   人吉球磨の新名所 

   人吉海軍航空基地跡のご紹介 

 

   ①人吉海軍航空基地の戦争跡 

   ②人吉海軍航空基地の沿革 

   ③人吉海軍航空基地と戦争 

 

 

人吉海軍航空基地旧図 
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【寄付カード】 ニコニコ箱委員長 永尾禎規  
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・延岡会長 金山さん、福田さん、今日は本当 

  にありがとうございました。本調査、研究に 

 は頭が下がる思いです。いつまでも平和が続 

 くことを祈っています。        

・山口会員 誕生日の祝いありがとうございま 

 す。                                

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・山賀会員 誕生祝いをいただきました。この 

  年になりますと健康に留意し、一年一年を大 

  事にすごしたいと思います。          

・伊久美会員 米山奨学基金特別寄付をいたし 

  ます。                               
 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・延岡会長 （ニコニコカードと同文）  

 

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

 

 


