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      会長 有馬宏昭 

 

   会長の時間、第５回目でございます。 

８月になりました。終戦記念日が近づきます

と、思い出しますのは、満州から引き揚げてき

た両親の体験でございます。 

少し重たい話になりますが、お許しください。 
 
私は、昭和５５年、損害保険会社である日動火

災に入社し、配属先の静岡、浜松で代理店担当

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「それでこそロータリー」 

として営業をしておりました。 

入社後６年たった頃、人吉で永年、日動火災の

直販社員をしている父親が高血圧で倒れ、 

「無理が利かなくなった。帰ってきてほしい」

と連絡が来ました。 

会社に職種変更を会社に申し出、人吉支社に配

置転換していただきました。 

 

父と一緒にお客様回りをしていたある日のこと

です。 

移動中の車の中で、父が自分の戦争体験をぽつ

りと話し始めてくれました。聞き逃すまいと道

端に車を寄せ、２時間くらいなりますか、父の

話を聞くことが出来ました。長い間、 

父が封印していたものです。人吉に帰ってこな

かったら、話してくれなかったかなと思います

と、戻ってきてよかったと思っております。 
 
父は、兄が満鉄に努めていたこともあり、満州

（中国の東北部）に渡ります。 

大学を卒業後、満州国総務庁人事処に勤務。上

司は、みなさんご存知の、星子敏雄さんです。

（警務総局長に３９歳で就任。敗戦後１１年間

シベリア抑留、昭和３１年５１歳で帰国。 

そして４期１６年熊本市長をなさいました） 

天草出身の前妻と女の子２人に囲まれ、幸せな

暮らしをしていました。 
 
ところが、昭和20年８月に広島と長崎に原爆が

投下され、８月９日には、関東軍の反撃はない

と見たソ連が日ソ中立条約を一方的に破り、満

州に攻め込みます。 

当時、ソ連国境に近い満州北西部、興安総省に

いた父は、3000人ほどの日本人と一緒に徒歩で

新京（長春）まで逃げます。 

途中、幼い娘二人は、亡くなり道端に穴を掘り

埋葬します。翌朝、埋めた場所に戻ってみます



私の本年度のテーマは、「人生二度なし～良き

出会いを～」であります。 

何度も死にそうになりながらも、命を繋いでい

ただいた両親をはじめ、ご先祖のお蔭で私は現

在、存在します。 

ご恩に報いる意味でも、少しでも世の中のお役

に立つことをして行きたいと思っています。 

皆様の貴重な時間をいただきました。 

ご清聴ありがとうございました。 

  
 
 
      幹事  新堀純子 

 

①連絡事項 

・8月の例会及び行事案内 

   10日 例会取止め 

   16日 クリーン人吉早朝清掃 

   17日 納涼家族会のため夜の例会  

   23日 髙山ガバナー訪問懇親会in鍋屋 

   24日 髙山ガバナー公式訪問例会 

   31日 人吉RC奨学基金委員会担当例会 

        人吉RC奨学生来訪 

  8月の行事予定表はホームページで確認下さ 

  い。念のためFAX・LINEでお知らせします。 

・事務局夏休みのお知らせ 

   8/10～8/16まで 

  （この期間は会長か幹事へ連絡のこと） 

・Ｒ財団より 確定申告用寄付金の領収書→今 

  月の請求書の中に入れる。 

②掲示物 

・9月8日に開催 ＲＹＬＡの案内 

・指宿RCより先日訪問の礼状→指宿RCは水 

  曜例会、人吉からも訪問を検討中 

・2018-2019年度版「寄付・認証ロータリーク 

  ラブの手引き」案内 

  地区の掲載記事、出版物リニューアル、出版 

  物の購入 

  会員増強、新クラブ結成推進月間としてリ 

  ソースの案内 

  →ホームページもしくは事務局でコピー対応 

③配布 

  ガバナー月信7月号   

  

    委員長 馬氷慎哉 

 

と、掘り起こされ、着せていた着物をすべて剥

ぎ取られていました。 
 
２か月掛かって新京に到着した時には、3000人

が200人になっていたそうです。 

妻も妊娠している中での移動だった為、無理が

たたり、母子ともに命を落とし新京の地に埋葬

したとのことです。 
 
最愛の家族を亡くした父は、その後人吉高等女

学校卒業で代用教員だった私の母と満州で再婚

します。 

母は人吉の球磨川 開拓団 団長の吉富純雄の

長女です。 

敗戦後ソ連軍が攻め入り、多数の婦女子が悲惨

な状況に追い込まれていましたので、祖父は以

前から知り合いだった父に、娘の将来を託した

というのが本音です。 
 
山崎豊子さんの「大地の子」の舞台は、球磨川 

開拓団の近く。祖父と一緒にいた叔父たちは、

匪賊から襲われたとき、父親と違う方向に逃げ

たため、１年間ほど中国人の所で使われていま

した。団長である祖父もソ連軍につかまり、銃

殺のため広場に集められます。祖父の番になっ

た時、下戸だった祖父が甘いものが好きで、白

系ロシア人の喫茶店に通っていました。その店

の女将が処刑の通訳であったため「この人はい

い人だからと」命乞いをしてくれ、11人の団長

の中、一人だけ生き残ります。 
 
九死に一生を得た祖父は、中国人に囲われてい

た息子二人を１年がかりで探し当て家族全員と

球磨川 開拓団の皆さんを連れ、帰国の途に就

きます。 
 
戦後55年たった18年前の平成12年４月、私の父

の葬儀に参列した、はぐれた二人の叔父が「自

分達は、親父から見捨てられた」と言ったそう

です。すかさず、母が「中国人を使って１年が

かりで探し当て、日本に連れ帰ったのだよ」と

言いましたら、「ああそうなのだ、今まで55年

間ずっと親父に見捨てられたと思っていた」と

語ってくれました。 

平成の世になっても、叔父たちの戦争はまだ終

わっていませんでした。 
 
私的な話が長くなり申し訳ございません。 

藤原ていさんの「流れる星は生きている」山崎

豊子さんの「大地の子」で書かれていること

は、両親たちの周りで、実際起こったことであ

ります。 

現在、私たちが平和に暮らして行けますのも、

両親や先祖、戦争で家族を守るため、日本を守

るために戦っていただいた方々のお蔭だと、深

く感謝しております。 
 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  80.95％ 

欠 席 者 数 12名  7 / 2 0 例 会 84.13% 

出 席 者 数 50名 補 填 数 1名  

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率 85.71% 



 
【親睦委員会】              委員長 竹長一幸 

 

 

 

 

【環境保全委員会】    委員長 増田隆二 

     ≪クリーン人吉早朝清掃案内≫ 
 
 人吉花火大会翌朝の１６日(木)朝６時より７

時まで清掃作業が行なわれます。人吉ＲＣの清

掃区域はふるさと歴史の広場周辺です。集合解

散は相良護国神社になります。皆様のご協力宜

しくお願いいたします。メークアップとなりま

す。 

 

【 2017～2018年度 会計、監査報告】 

         

               会計 宮﨑 智弘  
  
 決算報告書の収支説明                                   

        

             

 

                            監査  馬氷 慎哉 

  去る７月30日（月）ロータリー

事務局におきまして、人吉ロータ

リークラブ2017～2018年度一般会

計、特別会計、人吉ＲＣ奨学基

金、友愛基金、及び財産目録の決

算報告について、会計監査を堤正博監査と共に

行いました。各種の帳票、預金通帳等全て照合

しました結果、収支共厳正に処理され、すべて

適正であることを認めます。以上報告いたしま

す。 

 

【会員組織増強委員会】  

 

       ８月 会員増強月間卓話 

 

             委員長 本田 節 

＊クラブの目的＊ 

人吉ロータリークラブ定款より 
 
 ロータリーの目的」の達成を目指し 

 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる 

 奉仕プロジェクトを実施し会員増強を通じて 

 ロータリーの発展に寄与し、クラブレベルを  

  超えたリーダー育成することである。 

 

□会員増強は本当に必要ですか？� 

  その理由は何ですか？ 

●退会者 

   （死亡、転勤、長期入院、事務所閉鎖） 

●クラブの活性化 

●奉仕活動のより一層の充実 

●ロータリー財団、米山への寄付 

●個人負担の軽減 

●その他   

 

□会員維持 

  ～最も優れた「会員増強」（退会者防止） 

 前兆に心配りを 

 1. 仲間と楽しく会話しているか？ 

 2. 例会欠席の事前連絡はあるか？ 

 3. 例会欠席のメークアップの認識は？ 

 4. 奉仕活動の積極性は？ 

 5. 会費納入・ロータリーの友・ガバナー月信 

 6. 孤独感・孤立感 

 7. その他 

 （遅刻、早退、食欲不振、ﾆｺﾆｺBOXなど） 

 対策・対応 

・クラブ会長、幹事を中心に、対策を早急に！ 

・何が原因か？ 

・誰の援助・何の援助が必要か対応を！ 

・ロータリー歴3年未満の会員への教育 

 

□ロータリーの現状① 
          日本ロータリー100周年アンケート調査 

・クラブ運営について       

 ①例会・委員会活動のマンネリ化 33.7% 

 ②ネット対応不十分 31.6% 

 ③会員に対する研修不足 31.2 % 

 ④公共イメージ・認知度の低さ 28.5% 

 ⑤ビジョン・戦略計画の未着手 27.1% 

 

□ロータリーの現状② 

・クラブの現状と課題について 

  会員の高齢化 52.9% 

  会員の減少 52.8% 

＊届け出欠席   尾上・板﨑・堀川・山本・青木・中村・渕田 

               北・渡辺・宮原・内藤・小林清   

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ   

  8/3会員増強･分類・選考委員会合同家庭集会；大久保      

８月の誕生祝い  

中村太郎会員   19日    岩井和彦会員   22日 

髙山征治会員   23日    宮原和広会員   23日 

     村田武澄会員   28日  

 

 

 

 

 

 

 

 



・クラブの魅力とは？ 

  異業種交流ができる 70.7% 

  生涯の友人・仲間が出来る  70.6% 

  自己研鑽と学習・成長の機会  55.1% 

  例会が楽しい  52.3% 

  奉仕活動が出来る 40.0% 

 

会員増強委員会の資質は？ 

 ●ロータリー愛に優れた人 

 ●隣人愛に満ちた人 

 ●使命感に溢れた人 

 ●ホームクラブだけでなく、近隣クラブの 

   活性化を願う心 

会員増強委員会→単年度だけでなく、複数年

（3年程度）の任期が望ましい 

 

[会員増強]の扉 

（入会後、3年未満の会員に退会者が多い） 

 ●会員候補の入会は完結ではない 

 ●円熟したロータリアン 

  ロータリー情報委員会 

 （入会のしおり、副読本、ロータリー文庫） 

 ●クラブ内での役割、奉仕への参加 

 ●家庭集会、ロータリーディ～異業種交流の 

   楽しさを提供 
 
        “チーム会員増強“ 

   会員の皆様のご協力を 宜しくお願い 

   いたします。   

          

【寄付カード】   ニコニコ箱委員会 武末憲一      

〈ニコニコ箱委員会〉 

・本田会員 本日は卓話ありがとうございまし 

  た。会員増強宜しくお願い致します。  

・井手会員 昨年度の決算御承認頂きましてあ 

  りがとうございました。              

・石蔵会員 井手年度 決算御承認ありがとうご 

  ざいました。                        

・延岡会員 岩下幸司会員の初司会にニコニコ 

  します。お疲れ様でした。            

・村田会員 誕生日祝いありがとうございまし 

  た。                                

 

 

           点 鐘   有馬宏昭 会長   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Ｒ情報委員会便り ～ミニＲ情報～ 


