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本日　８月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

田中　伸樹 会員

次週　８月12日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2461回　例会報告／令和２年７月22日　天候　曇
◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ようやくクラブ計画書が
配布できるようになりま
した。コロナウイルス感
染拡大の影響で、３、４、
５月と例会等、集まりが

取り消しになり、準備が大変遅れましたが、
事情をご理解いただき、１年間活用していた
だきたいと思います。
　昨日は、火曜日でしたが土用の丑の日でし
た。土用とは立秋、立冬、立春、立夏の直前
の約18日間を指し、その中でも立秋の手前の
丑の日を土用の丑の日と呼びます。今年は７
月21日と８月２日の２回あります。つまり、
２回ウナギが食べられるという嬉しい年です。
　万葉集の中に、大伴家持の「石麻呂（いは
まろ）にわれ物申す夏やせに良しといふ物ぞ
鰻（むなぎ）取り食（め）せ」という、知り
合いに夏痩せにいいから鰻を食べろと勧めた
歌があります。昔から鰻は夏場の滋養強壮と
して食するといいと言われていたようです。
土用の丑の日に鰻を食べるということは、江
戸時代、蘭学者の平賀源内が知り合いの鰻屋
さんから、夏場に売上が落ちて困ると相談さ
れ「本日丑の日　土用の丑の日　鰻の日　食
すれば夏負けすることなし」と、店の前に
キャッチコピーを貼り出した。これが日本初

のキャッチコピーだとも言われていて、これ
をいろんな鰻屋さんが真似したことから、夏
の土用の丑の日に鰻を食べる風習が全国に広
まったそうです。
　土用の丑の日に限らず、特に日本では、生
活の中にたくさんの記念日や、今日は○○の
日という設定があります。１日に、幾つもの
設定があることもあります。また、厄年、還
暦、喜寿、米寿など節目の年齢を指し示す言
葉もあり、これらは全て先人の知恵だと思い
ます。
　ロータリーにも７月以外、８月会員増強・
新クラブ結成推進月間、９月基本的教育と識
字率向上月間、10月地域社会の経済発展月
間、11月ロータリー財団月間、12月疾病予防
と治療月間、１月職業奉仕月間、２月平和構
築と紛争予防月間、３月水と衛生月間、４月
母子健康月間、５月青少年奉仕月間、６月ロ
ータリー親睦活動月間と、月間テーマが設定
されています。何でも気がついたところから
ではなくて、この月にはこれを重点的にやる
と決めると、ロータリーの主な活動内容を１
年間通すことによって必ず触れるということ
になり、ロータリーを理解する上で便利だと
思います。
　さらに、月だけではなくて１週間にテーマ
を与えていることもあります。11月５日から
の１週間は世界インターアクト週間、10月７
日からはロータリー学友参加推進週間、３月
13日からは世界ローターアクト週間。あとは

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ロータリーの誕生日の２月23日、1905年ポー
ル・ハリスが友達３人と初めて会合を開いた
日を起点とした１週間は、世界理解と平和週
間と設定されています。
　東ＲＣでは、記念日の最たるもので誕生日、
家庭記念日、入会記念日を皆さんにお祝いし
ていただき、ニコニコ箱に入れています。そ
の他にもいろんな記念日があろうかと思いま
す。ぜひ積極果敢に自分の記念日を探して、
ニコニコ箱を使って皆さんにお披露目してい
ただきたいと思います。
　今日は、早瀬会員の「私の履歴書」です。
入会間もない方のスピーチである「私の履歴
書」が、先輩方からもあればいいなという意

見がたくさんありました。早瀬さんには、３
月の時点でお願いしていたのですが、ずっと
保留となっており、本日ようやく実現するこ
とになりました。よろしくお願いします。
◇会　長　報　告
•今月入会された５人の方は、全員親睦委員
会に所属しますのでよろしくお願いします。
•篠原ガバナーから、熊本豪雨災害への支援
金について、地区として１人500円、計550
万円と、各クラブからの支援金をプラスし
たいとの要請がきています。入り口に募金
箱を置いていますのでご協力をお願いしま
す。　

　前年度の３月４日に中西プログラム委員長
から依頼を受けたのですが、コロナ禍で延び
て今日になってしまいました。
　私は今84歳ですが、84年の歴史をお話する
には時間が足りません。そこで、会員のほと
んどの方が戦後生まれだと思いますので、太
平洋戦争とともに育ったような私が、戦前、
戦中、戦後のお話をしてみようと思います。
　私の生まれた1936（昭和11）年の２月26
日、二・二六事件が起こっています。その
１ヵ月後の３月27日に私は生まれました。当
時は比較的豊かで、自由でもありました。私
が１歳頃の写真を見ると、服も結構良い物を
着せてもらっています。
　1937（昭和12）年、盧溝橋事件が起こりま
す。これが日中戦争の始まりで、だんだん戦
争の匂いがし始めます。昭和16年12月８日、
真珠湾奇襲攻撃、太平洋戦争に突入していき
ます。1942（昭和17）年、私は幼稚園に入園
します。今はもうありませんが、山内神社の
西向かい、忠霊塔の角に高知市立柳原幼稚園

がありました。私の家は空襲で焼けなかった
ので、古いアルバムなどが残っていて、当時
の鏡川の柳原付近の写真があります。日本で
初めてと言われる沈下橋ができたのが柳原で
す、その前は木の橋で大水が出る度に流され
る。それじゃぁ、いっそ沈めてしまったらど
うか、経費もかからないしということで、沈
下橋ができたようです。
　昭和18年、７歳で第六国民学校に入学。父
や母から聞いた話によると、私は子どものこ
ろ疫痢という病気に罹ったそうです。疫痢と
いうのは、赤痢菌によって幼児が罹る病気で
死亡率も非常に高かったようですが、そのた
め、私は体も弱く、すぐに熱が出るような子
どもでした。その上、３月生まれの７歳です
から、８歳の大きな子どもにはついていけな
い。教師と家族が相談して、１年休学。翌
年、19年の新１年生として再入学しますが、
今でいういじめですね。落第生という言葉を
かけられて萎縮して、それが６年生まで続き
ます。

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（７月22日例会）
•竹村克彦　クラブ計画書ができました。お
待たせいたしました。永野さん、お世話にな
りました。　　
•西森やよい　早瀬様、貴重なお話ありがと
うございました。飛鳥様のご尽力により、本
日クラブ計画書をお届けできました。皆さま
のご協力に感謝いたします。
•早瀬源慶　スピーチの機会を与えてくださ
りありがとうございました。まだまだ話は続

きますが、まずご清聴ありがとうございまし
た。
•前川美智子　2020－2021のクラブ計画書、
各委員長の顔写真、いいわー。表紙は竹村会
長なので「竹」なのかしら？
•西内俊介　先週から人生２度目の忙しい日
々を過ごしていますが、多くの方々からお言
葉をいただきありがとうございました。さて、
これからは猿田先生のように、いつまでも少
年の心を持って仕事にロータリーに、そして
スキーも続けていきたいと思います。今後と
もよろしくご指導お願いいたします。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世
話になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　３件

　その間、いろいろな事件があります。１番
恐ろしかったのは爆弾が落ちたことです。高
知空襲が1945年の７月。その前の１月？、桟
橋通りにあった市の商業学校に爆弾が落ちま
した。その後、山内家下屋敷、今の三翠園に
も落ちました。空襲警報が鳴ってすぐに、バ
リバリっと揺れました。７月の空襲のとき
は、焼夷弾がバラバラ落ちてきました。焼夷
弾は80センチぐらいの長さのものに、発火装
置、ガソリンとジェル状にした火薬が入って
いて、落ちると四方八方に散ります。六角形
の焼夷弾が12本かたまって飛行機から落とさ
れて、上空でそれが開いて数百メートルの間
に広がって落ちます。私どものお寺の門前の
家に、焼夷弾が開かずに12本が固まって落ち
ました。４、５軒の家は焼けたのですが、開
かなかったために、お寺の一画や第六小学校
は焼け残りました。
　焼夷弾はなぜ六角形なのか。戦前、トンボ
エンピツや三菱エンピツが、どんどんアメリ
カに輸出されましたが、これが六角形で１
ダースをパチッと糸で括ることができる。日
本人の発明です。それが参考になって焼夷弾
を六角形にして束にした。つまり、日本の発
明が戦争の武器に使われたということです。
　1945（昭和20）年、大空襲の最中、周りは
ゴーッという火事の炎の音と猛烈な風が南か
ら北に向かって吹きます。うちは電車通りの
南に当たりますので、電車通りが空襲で焼け
ると、ものすごい風が南から吹いてきます。
そのとき一瞬、Ｂ29の大
きな機体が墜落してくる
のが見えました。空中接
触して２機が墜落しまし
たが、音は何も聞こえま
せんでした。１機は今の
四国銀行の上町支店の３
軒ぐらい東に、もう１機
は県庁の裏側城山へ。
　市役所が焼けて第六小
学校を仮の庁舎にしたの
で、私たちは、第三小学
校（追手前小学校）と一
緒に第四小学校へ。３校
合同の小学校となったた
め教室は足りず青空教室

です。通学するときＢ29の墜落地点を通りま
す。地上にはみ出ているプロペラを揺るがし
たりして遊びます。地面に穴が開いていて、
手を入れるといろんなものが出てきます。ベ
アリング、機関砲の薬きょう。これは宝物
で、未だに家においてあります。後は、焼け
跡から釘を拾って電車のレールに並べて轢か
します。電車が通り過ぎたら、釘を拾って砥
石で磨くとナイフができます。電車の運転手
は知っていたの
でしょうが、
子どもの遊び
を邪魔しなか
ったんだと、今
思います。
　８月15日、終戦と言いますが、私たちは
「敗戦」という言葉を使いたいです。決し
て、戦争が終わったわけではなく、敗けて終
わったということです。勝つはずがない。
　空襲で火を止めるために、道路縁の家は強
制的に解体します。そして、小学校１、２、
３年の子どもに釘抜きを持たせて、解体した
家に釘を拾いに行かせます。これが武器に代
わるわけです。お寺の仏具類も全て戦争の役
に立てるということで供出した覚えがありま
す。そんなことをしながら、戦争に勝つはず
がないと思っていました。
　戦後の話については、また機会があれば、
お話したいと思います。　
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橋通りにあった市の商業学校に爆弾が落ちま
した。その後、山内家下屋敷、今の三翠園に
も落ちました。空襲警報が鳴ってすぐに、バ
リバリっと揺れました。７月の空襲のとき
は、焼夷弾がバラバラ落ちてきました。焼夷
弾は80センチぐらいの長さのものに、発火装
置、ガソリンとジェル状にした火薬が入って
いて、落ちると四方八方に散ります。六角形
の焼夷弾が12本かたまって飛行機から落とさ
れて、上空でそれが開いて数百メートルの間
に広がって落ちます。私どものお寺の門前の
家に、焼夷弾が開かずに12本が固まって落ち
ました。４、５軒の家は焼けたのですが、開
かなかったために、お寺の一画や第六小学校
は焼け残りました。
　焼夷弾はなぜ六角形なのか。戦前、トンボ
エンピツや三菱エンピツが、どんどんアメリ
カに輸出されましたが、これが六角形で１
ダースをパチッと糸で括ることができる。日
本人の発明です。それが参考になって焼夷弾
を六角形にして束にした。つまり、日本の発
明が戦争の武器に使われたということです。
　1945（昭和20）年、大空襲の最中、周りは
ゴーッという火事の炎の音と猛烈な風が南か
ら北に向かって吹きます。うちは電車通りの
南に当たりますので、電車通りが空襲で焼け
ると、ものすごい風が南から吹いてきます。
そのとき一瞬、Ｂ29の大
きな機体が墜落してくる
のが見えました。空中接
触して２機が墜落しまし
たが、音は何も聞こえま
せんでした。１機は今の
四国銀行の上町支店の３
軒ぐらい東に、もう１機
は県庁の裏側城山へ。
　市役所が焼けて第六小
学校を仮の庁舎にしたの
で、私たちは、第三小学
校（追手前小学校）と一
緒に第四小学校へ。３校
合同の小学校となったた
め教室は足りず青空教室

です。通学するときＢ29の墜落地点を通りま
す。地上にはみ出ているプロペラを揺るがし
たりして遊びます。地面に穴が開いていて、
手を入れるといろんなものが出てきます。ベ
アリング、機関砲の薬きょう。これは宝物
で、未だに家においてあります。後は、焼け
跡から釘を拾って電車のレールに並べて轢か
します。電車が通り過ぎたら、釘を拾って砥
石で磨くとナイフができます。電車の運転手
は知っていたの
でしょうが、
子どもの遊び
を邪魔しなか
ったんだと、今
思います。
　８月15日、終戦と言いますが、私たちは
「敗戦」という言葉を使いたいです。決し
て、戦争が終わったわけではなく、敗けて終
わったということです。勝つはずがない。
　空襲で火を止めるために、道路縁の家は強
制的に解体します。そして、小学校１、２、
３年の子どもに釘抜きを持たせて、解体した
家に釘を拾いに行かせます。これが武器に代
わるわけです。お寺の仏具類も全て戦争の役
に立てるということで供出した覚えがありま
す。そんなことをしながら、戦争に勝つはず
がないと思っていました。
　戦後の話については、また機会があれば、
お話したいと思います。　

「私の履歴書
　　～戦前、戦中、戦後編～」

◇会員スピーチ 早瀬　源慶 会員



◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ようやくクラブ計画書が
配布できるようになりま
した。コロナウイルス感
染拡大の影響で、３、４、
５月と例会等、集まりが

取り消しになり、準備が大変遅れましたが、
事情をご理解いただき、１年間活用していた
だきたいと思います。
　昨日は、火曜日でしたが土用の丑の日でし
た。土用とは立秋、立冬、立春、立夏の直前
の約18日間を指し、その中でも立秋の手前の
丑の日を土用の丑の日と呼びます。今年は７
月21日と８月２日の２回あります。つまり、
２回ウナギが食べられるという嬉しい年です。
　万葉集の中に、大伴家持の「石麻呂（いは
まろ）にわれ物申す夏やせに良しといふ物ぞ
鰻（むなぎ）取り食（め）せ」という、知り
合いに夏痩せにいいから鰻を食べろと勧めた
歌があります。昔から鰻は夏場の滋養強壮と
して食するといいと言われていたようです。
土用の丑の日に鰻を食べるということは、江
戸時代、蘭学者の平賀源内が知り合いの鰻屋
さんから、夏場に売上が落ちて困ると相談さ
れ「本日丑の日　土用の丑の日　鰻の日　食
すれば夏負けすることなし」と、店の前に
キャッチコピーを貼り出した。これが日本初

のキャッチコピーだとも言われていて、これ
をいろんな鰻屋さんが真似したことから、夏
の土用の丑の日に鰻を食べる風習が全国に広
まったそうです。
　土用の丑の日に限らず、特に日本では、生
活の中にたくさんの記念日や、今日は○○の
日という設定があります。１日に、幾つもの
設定があることもあります。また、厄年、還
暦、喜寿、米寿など節目の年齢を指し示す言
葉もあり、これらは全て先人の知恵だと思い
ます。
　ロータリーにも７月以外、８月会員増強・
新クラブ結成推進月間、９月基本的教育と識
字率向上月間、10月地域社会の経済発展月
間、11月ロータリー財団月間、12月疾病予防
と治療月間、１月職業奉仕月間、２月平和構
築と紛争予防月間、３月水と衛生月間、４月
母子健康月間、５月青少年奉仕月間、６月ロ
ータリー親睦活動月間と、月間テーマが設定
されています。何でも気がついたところから
ではなくて、この月にはこれを重点的にやる
と決めると、ロータリーの主な活動内容を１
年間通すことによって必ず触れるということ
になり、ロータリーを理解する上で便利だと
思います。
　さらに、月だけではなくて１週間にテーマ
を与えていることもあります。11月５日から
の１週間は世界インターアクト週間、10月７
日からはロータリー学友参加推進週間、３月
13日からは世界ローターアクト週間。あとは

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ロータリーの誕生日の２月23日、1905年ポー
ル・ハリスが友達３人と初めて会合を開いた
日を起点とした１週間は、世界理解と平和週
間と設定されています。
　東ＲＣでは、記念日の最たるもので誕生日、
家庭記念日、入会記念日を皆さんにお祝いし
ていただき、ニコニコ箱に入れています。そ
の他にもいろんな記念日があろうかと思いま
す。ぜひ積極果敢に自分の記念日を探して、
ニコニコ箱を使って皆さんにお披露目してい
ただきたいと思います。
　今日は、早瀬会員の「私の履歴書」です。
入会間もない方のスピーチである「私の履歴
書」が、先輩方からもあればいいなという意

見がたくさんありました。早瀬さんには、３
月の時点でお願いしていたのですが、ずっと
保留となっており、本日ようやく実現するこ
とになりました。よろしくお願いします。
◇会　長　報　告
•今月入会された５人の方は、全員親睦委員
会に所属しますのでよろしくお願いします。
•篠原ガバナーから、熊本豪雨災害への支援
金について、地区として１人500円、計550
万円と、各クラブからの支援金をプラスし
たいとの要請がきています。入り口に募金
箱を置いていますのでご協力をお願いしま
す。　

　前年度の３月４日に中西プログラム委員長
から依頼を受けたのですが、コロナ禍で延び
て今日になってしまいました。
　私は今84歳ですが、84年の歴史をお話する
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平洋戦争とともに育ったような私が、戦前、
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時は比較的豊かで、自由でもありました。私
が１歳頃の写真を見ると、服も結構良い物を
着せてもらっています。
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す。これが日中戦争の始まりで、だんだん戦
争の匂いがし始めます。昭和16年12月８日、
真珠湾奇襲攻撃、太平洋戦争に突入していき
ます。1942（昭和17）年、私は幼稚園に入園
します。今はもうありませんが、山内神社の
西向かい、忠霊塔の角に高知市立柳原幼稚園

がありました。私の家は空襲で焼けなかった
ので、古いアルバムなどが残っていて、当時
の鏡川の柳原付近の写真があります。日本で
初めてと言われる沈下橋ができたのが柳原で
す、その前は木の橋で大水が出る度に流され
る。それじゃぁ、いっそ沈めてしまったらど
うか、経費もかからないしということで、沈
下橋ができたようです。
　昭和18年、７歳で第六国民学校に入学。父
や母から聞いた話によると、私は子どものこ
ろ疫痢という病気に罹ったそうです。疫痢と
いうのは、赤痢菌によって幼児が罹る病気で
死亡率も非常に高かったようですが、そのた
め、私は体も弱く、すぐに熱が出るような子
どもでした。その上、３月生まれの７歳です
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れて、上空でそれが開いて数百メートルの間
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軒ぐらい東に、もう１機
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す。地上にはみ出ているプロペラを揺るがし
たりして遊びます。地面に穴が開いていて、
手を入れるといろんなものが出てきます。ベ
アリング、機関砲の薬きょう。これは宝物
で、未だに家においてあります。後は、焼け
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は知っていたの
でしょうが、
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ったんだと、今
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　８月15日、終戦と言いますが、私たちは
「敗戦」という言葉を使いたいです。決し
て、戦争が終わったわけではなく、敗けて終
わったということです。勝つはずがない。
　空襲で火を止めるために、道路縁の家は強
制的に解体します。そして、小学校１、２、
３年の子どもに釘抜きを持たせて、解体した
家に釘を拾いに行かせます。これが武器に代
わるわけです。お寺の仏具類も全て戦争の役
に立てるということで供出した覚えがありま
す。そんなことをしながら、戦争に勝つはず
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◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ようやくクラブ計画書が
配布できるようになりま
した。コロナウイルス感
染拡大の影響で、３、４、
５月と例会等、集まりが

取り消しになり、準備が大変遅れましたが、
事情をご理解いただき、１年間活用していた
だきたいと思います。
　昨日は、火曜日でしたが土用の丑の日でし
た。土用とは立秋、立冬、立春、立夏の直前
の約18日間を指し、その中でも立秋の手前の
丑の日を土用の丑の日と呼びます。今年は７
月21日と８月２日の２回あります。つまり、
２回ウナギが食べられるという嬉しい年です。
　万葉集の中に、大伴家持の「石麻呂（いは
まろ）にわれ物申す夏やせに良しといふ物ぞ
鰻（むなぎ）取り食（め）せ」という、知り
合いに夏痩せにいいから鰻を食べろと勧めた
歌があります。昔から鰻は夏場の滋養強壮と
して食するといいと言われていたようです。
土用の丑の日に鰻を食べるということは、江
戸時代、蘭学者の平賀源内が知り合いの鰻屋
さんから、夏場に売上が落ちて困ると相談さ
れ「本日丑の日　土用の丑の日　鰻の日　食
すれば夏負けすることなし」と、店の前に
キャッチコピーを貼り出した。これが日本初

のキャッチコピーだとも言われていて、これ
をいろんな鰻屋さんが真似したことから、夏
の土用の丑の日に鰻を食べる風習が全国に広
まったそうです。
　土用の丑の日に限らず、特に日本では、生
活の中にたくさんの記念日や、今日は○○の
日という設定があります。１日に、幾つもの
設定があることもあります。また、厄年、還
暦、喜寿、米寿など節目の年齢を指し示す言
葉もあり、これらは全て先人の知恵だと思い
ます。
　ロータリーにも７月以外、８月会員増強・
新クラブ結成推進月間、９月基本的教育と識
字率向上月間、10月地域社会の経済発展月
間、11月ロータリー財団月間、12月疾病予防
と治療月間、１月職業奉仕月間、２月平和構
築と紛争予防月間、３月水と衛生月間、４月
母子健康月間、５月青少年奉仕月間、６月ロ
ータリー親睦活動月間と、月間テーマが設定
されています。何でも気がついたところから
ではなくて、この月にはこれを重点的にやる
と決めると、ロータリーの主な活動内容を１
年間通すことによって必ず触れるということ
になり、ロータリーを理解する上で便利だと
思います。
　さらに、月だけではなくて１週間にテーマ
を与えていることもあります。11月５日から
の１週間は世界インターアクト週間、10月７
日からはロータリー学友参加推進週間、３月
13日からは世界ローターアクト週間。あとは

ロータリーの誕生日の２月23日、1905年ポー
ル・ハリスが友達３人と初めて会合を開いた
日を起点とした１週間は、世界理解と平和週
間と設定されています。
　東ＲＣでは、記念日の最たるもので誕生日、
家庭記念日、入会記念日を皆さんにお祝いし
ていただき、ニコニコ箱に入れています。そ
の他にもいろんな記念日があろうかと思いま
す。ぜひ積極果敢に自分の記念日を探して、
ニコニコ箱を使って皆さんにお披露目してい
ただきたいと思います。
　今日は、早瀬会員の「私の履歴書」です。
入会間もない方のスピーチである「私の履歴
書」が、先輩方からもあればいいなという意

見がたくさんありました。早瀬さんには、３
月の時点でお願いしていたのですが、ずっと
保留となっており、本日ようやく実現するこ
とになりました。よろしくお願いします。
◇会　長　報　告
•今月入会された５人の方は、全員親睦委員
会に所属しますのでよろしくお願いします。

•篠原ガバナーから、熊本豪雨災害への支援
金について、地区として１人500円、計550
万円と、各クラブからの支援金をプラスし
たいとの要請がきています。入り口に募金
箱を置いていますのでご協力をお願いしま
す。　

●会長／竹村克彦　●幹事／西森やよい　●雑誌会報委員／小比賀和弘・関　淑公・永野正将
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
221,500円
17,650円
239,150円

639円
0円
639円

222,139円
17,650円
239,789円

チビニコ 合　計

７月22日
今期の累計

　前年度の３月４日に中西プログラム委員長
から依頼を受けたのですが、コロナ禍で延び
て今日になってしまいました。
　私は今84歳ですが、84年の歴史をお話する
には時間が足りません。そこで、会員のほと
んどの方が戦後生まれだと思いますので、太
平洋戦争とともに育ったような私が、戦前、
戦中、戦後のお話をしてみようと思います。
　私の生まれた1936（昭和11）年の２月26
日、二・二六事件が起こっています。その
１ヵ月後の３月27日に私は生まれました。当
時は比較的豊かで、自由でもありました。私
が１歳頃の写真を見ると、服も結構良い物を
着せてもらっています。
　1937（昭和12）年、盧溝橋事件が起こりま
す。これが日中戦争の始まりで、だんだん戦
争の匂いがし始めます。昭和16年12月８日、
真珠湾奇襲攻撃、太平洋戦争に突入していき
ます。1942（昭和17）年、私は幼稚園に入園
します。今はもうありませんが、山内神社の
西向かい、忠霊塔の角に高知市立柳原幼稚園

がありました。私の家は空襲で焼けなかった
ので、古いアルバムなどが残っていて、当時
の鏡川の柳原付近の写真があります。日本で
初めてと言われる沈下橋ができたのが柳原で
す、その前は木の橋で大水が出る度に流され
る。それじゃぁ、いっそ沈めてしまったらど
うか、経費もかからないしということで、沈
下橋ができたようです。
　昭和18年、７歳で第六国民学校に入学。父
や母から聞いた話によると、私は子どものこ
ろ疫痢という病気に罹ったそうです。疫痢と
いうのは、赤痢菌によって幼児が罹る病気で
死亡率も非常に高かったようですが、そのた
め、私は体も弱く、すぐに熱が出るような子
どもでした。その上、３月生まれの７歳です
から、８歳の大きな子どもにはついていけな
い。教師と家族が相談して、１年休学。翌
年、19年の新１年生として再入学しますが、
今でいういじめですね。落第生という言葉を
かけられて萎縮して、それが６年生まで続き
ます。

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（７月22日例会）
•竹村克彦　クラブ計画書ができました。お
待たせいたしました。永野さん、お世話にな
りました。　　
•西森やよい　早瀬様、貴重なお話ありがと
うございました。飛鳥様のご尽力により、本
日クラブ計画書をお届けできました。皆さま
のご協力に感謝いたします。
•早瀬源慶　スピーチの機会を与えてくださ
りありがとうございました。まだまだ話は続

きますが、まずご清聴ありがとうございまし
た。
•前川美智子　2020－2021のクラブ計画書、
各委員長の顔写真、いいわー。表紙は竹村会
長なので「竹」なのかしら？
•西内俊介　先週から人生２度目の忙しい日
々を過ごしていますが、多くの方々からお言
葉をいただきありがとうございました。さて、
これからは猿田先生のように、いつまでも少
年の心を持って仕事にロータリーに、そして
スキーも続けていきたいと思います。今後と
もよろしくご指導お願いいたします。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世
話になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　３件

■高知東ＲＣ当面の日程
８月12日㈬　休会（お盆休み）
８月26日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会（例会前）
９月２日㈬　定例理事会
９月15日㈫～17日㈭　18：30（得月樓）
　情報集会
９月16日㈬　12：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月16日㈬　ロータリー休日
９月23日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
９月30日㈬　役員会
10月７日㈬　創立夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　ガバナー公式訪問
10月９日㈮　高知東ロータリークラブ
　　　　　　創立記念日
10月14日㈬　定例理事会

10月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知ＲＣ　　　８月11日㈫　休会（盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月11日㈫　休会（盆休み）
高知南ＲＣ　　８月13日㈭　休会（盆休み）
高知中央ＲＣ　８月13日㈭　休会（盆休み）
高知西ＲＣ　　８月14日㈮　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月17日㈪　休会（盆休み）
高知北ＲＣ　　８月24日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月27日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月27日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　９月７日㈪　時間変更例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月８日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月10日㈭　月見例会
高知北ＲＣ　　９月14日㈪　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月18日㈮　創立記念夜間例会
高知中央ＲＣ　９月24日㈭　月見夜間例会

　その間、いろいろな事件があります。１番
恐ろしかったのは爆弾が落ちたことです。高
知空襲が1945年の７月。その前の１月？、桟
橋通りにあった市の商業学校に爆弾が落ちま
した。その後、山内家下屋敷、今の三翠園に
も落ちました。空襲警報が鳴ってすぐに、バ
リバリっと揺れました。７月の空襲のとき
は、焼夷弾がバラバラ落ちてきました。焼夷
弾は80センチぐらいの長さのものに、発火装
置、ガソリンとジェル状にした火薬が入って
いて、落ちると四方八方に散ります。六角形
の焼夷弾が12本かたまって飛行機から落とさ
れて、上空でそれが開いて数百メートルの間
に広がって落ちます。私どものお寺の門前の
家に、焼夷弾が開かずに12本が固まって落ち
ました。４、５軒の家は焼けたのですが、開
かなかったために、お寺の一画や第六小学校
は焼け残りました。
　焼夷弾はなぜ六角形なのか。戦前、トンボ
エンピツや三菱エンピツが、どんどんアメリ
カに輸出されましたが、これが六角形で１
ダースをパチッと糸で括ることができる。日
本人の発明です。それが参考になって焼夷弾
を六角形にして束にした。つまり、日本の発
明が戦争の武器に使われたということです。
　1945（昭和20）年、大空襲の最中、周りは
ゴーッという火事の炎の音と猛烈な風が南か
ら北に向かって吹きます。うちは電車通りの
南に当たりますので、電車通りが空襲で焼け
ると、ものすごい風が南から吹いてきます。
そのとき一瞬、Ｂ29の大
きな機体が墜落してくる
のが見えました。空中接
触して２機が墜落しまし
たが、音は何も聞こえま
せんでした。１機は今の
四国銀行の上町支店の３
軒ぐらい東に、もう１機
は県庁の裏側城山へ。
　市役所が焼けて第六小
学校を仮の庁舎にしたの
で、私たちは、第三小学
校（追手前小学校）と一
緒に第四小学校へ。３校
合同の小学校となったた
め教室は足りず青空教室

です。通学するときＢ29の墜落地点を通りま
す。地上にはみ出ているプロペラを揺るがし
たりして遊びます。地面に穴が開いていて、
手を入れるといろんなものが出てきます。ベ
アリング、機関砲の薬きょう。これは宝物
で、未だに家においてあります。後は、焼け
跡から釘を拾って電車のレールに並べて轢か
します。電車が通り過ぎたら、釘を拾って砥
石で磨くとナイフができます。電車の運転手
は知っていたの
でしょうが、
子どもの遊び
を邪魔しなか
ったんだと、今
思います。
　８月15日、終戦と言いますが、私たちは
「敗戦」という言葉を使いたいです。決し
て、戦争が終わったわけではなく、敗けて終
わったということです。勝つはずがない。
　空襲で火を止めるために、道路縁の家は強
制的に解体します。そして、小学校１、２、
３年の子どもに釘抜きを持たせて、解体した
家に釘を拾いに行かせます。これが武器に代
わるわけです。お寺の仏具類も全て戦争の役
に立てるということで供出した覚えがありま
す。そんなことをしながら、戦争に勝つはず
がないと思っていました。
　戦後の話については、また機会があれば、
お話したいと思います。　

７月22日

７月８日
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