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今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　三橋一皓君（10日）

＊夫人誕生日
　前田賢一君（淑子 6日）

＊結婚記念日
　金沢文明君（6日）
　森住　等君（11日）

点鐘　…髙橋　宏会長

斉唱　…それでこそロータリー

ビジター紹介

馬上　晋様（平塚RC）

会長報告

◎座間ＲＣ　より
・地区補助金共同提唱のお願い

◎神奈川県立厚木商業高校　より
・2014年全国高校選抜壮行会のご案内

平成26年3月16日(日)18時より
厚木商業高校　挌技場

◎公益社団法人　厚木青年会議所　より
・賀詞交歓会　臨席御礼

◎特定非営利活動法人ＡＭＤＡ　より
・スタディーツアーのご案内

幹事報告

◎例会変更
・大和田園RC

平成26年2月7日（金） → 

2月9日（日）第6グループIMに振替
平成26年3月14日（金）→　

3月16日（日）の 家族会に振替
平成26年4月25日（金）→夜間例会 点鐘18時30分
平成26年5月2日（金）→

取止め例会（定款第6条第1節（c）項により）
平成26年6月20（金）→

夜間例会　点鐘18時30分
・寒川RC

2月10日（月）→
8日（土）第4グループ合同例会・IMに振替

14:00点鐘　於:寒川神社　参集殿
・相模原南RC

2月11日（火）→建国記念の日（祝日につき休会）
2月18日（火）→移動例会　21日（金）　夜間例会

18:00点鐘　於:伊勢丹バンケットルーム
2月25日（火）→小田急センチュリーにて例会

※18日 メイク受付無 21日 メイク受付有
（11:30 ～ 12:30）

・座間RC
1月29日（水）→夜間例会　18:30点鐘　於:胡同
2月12日（水）→2月9日（日）IM

オークラフロンティア　海老名
・綾瀬春日RC

2014年2月5日（水）→移動例会
8日（土）第4グループ合同例会・IMに振替

14時点鐘　於:寒川神社参集殿
2月12日（水）→移動例会　会員親睦例会

◎週報
・寒川RC

第2595回例会（1月28日）☆司会　柳田純昭 SAA

今日の例会（2014年 2月4日）

「世界理解月間」
担当：国際奉仕委員長　西迫　哲君

次回の例会（2014年 2月18日）

「ロータリーと私」
担当：柳田純昭君
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スマイル

髙橋　宏会長
先週のRCコンペでハンデに恵まれて2位になりました
ので、又、幹事なのにあまりお手伝いできなくて、小林
さんすいませんでした。又、週末のプライベートRCコ
ンペ、食事会に参加される方よろしくお願いします。

本多正彦君
例会場への出席が少なく、ご迷惑をお掛けしました（資
料保管など）今月は入会記念と誕生日のお祝い有難う
ございます。つまらない卓話ですが、ごカンベン下さい。

具島健太郎君
結婚記念のお祝いをいただき、有難うございました。
今年は記念すべき20周年、子供達に昔の写真を見せ
たところ、「わー格好良かったんだね、ママは可愛い
かったんだね」と全て過去形で言われてしまい、2人
そろって切ない思いになりました。

吉川博宣君
先日の厚木ロータリーゴルフコンペでハンデに恵ま
れ優勝させていただきました。次回は幹事しっかり
やりますのでよろしくお願い致します。

森住　等君
本日は事業所開設祝いありがとうございます。おかげ
さまで入社して、26年たちました。四半世紀をつとめ
させていただきました。

西迫　哲君
週報にて兄の事業所開設をご案内いただきありがとう
ございます。代わりにスマイルさせていただきます。

髙橋　浩君
結婚記念日お祝いありがとうございました。お花楽
しみに待っています。

小山賢司君
本日もよろしくお願いします。

委員会報告

雑誌広報委員会
本多正彦君

「ロータリーの友」を読む　2月号
横P39 ～　ポリオ撲滅レース入門
スタート時数年で世界よりポリオ追放のキャンペー
ンがようやく先が見えて来た。最後の一歩の困難さ
の理解を。
P8 ～　RI会長年度を振り返って。
田中作次前RI会長が日本人として「平和」を強くア
ピールした記録1月号を併せ必読
縦P9 ～　わがまち、そしてロータリー福岡市
博多伝統手職人の「博多」への思い入れ（この様な記
事があるのが「友」の良いところ）

今日のお花

紅梅・白梅（本多正彦君）

卓話「生い立ちの記（1）」

担当：本多正彦君

満79歳にあと2日、流れに棹さすことも無く、流れ、
流されの年月を遡るとする。

厚木ロータリークラブでは、大貫嘉一さんが、神奈

川新聞に「私の履歴書」を連載され、波乱万丈の生き
様を示され。和田正幸さんはクラブの卓話で話され、
週報の原稿も丁寧なものでした。私は出生から、年を
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追ってその時代等の記憶を思い出して行きます。独
り善がりの、他人には全く興味のない事柄、しばらく
我慢して下さい。
1935年 1月30日　東京市品川区五反田町の田谷病

院にて、前田源一郎、梅子の次男として誕
生・住所は京王線の幡代駅（廃駅）のそば、
渋谷区幡ケ谷

1940年 皇紀2600年の祝賀式典が印象にある。
1941年 学制改革で国民学校となり入学「サイタ　

タイタ」ガ「アカイ　アカイ」に。12月8日、
真珠湾を奇襲、太平洋戦争始まる。

幼少の頃、病弱で、母が名医を捜して尋ねてくれ
た。耳鼻科の神尾病院、眼科は淀橋病院、現在の東京
医大の馬詰先生(後の院長)や上野池之端の井上眼科
など、今も雑誌などに紹介される病院です。改めて母
の思いに頭の下がります。

戦争は、初戦華々しい戦果を挙げていたが、1942
年7月のミッドウェイ海戦以降は暗転していった。

1943年　4月、山本五十六連合艦隊司令長官戦死、
5月国葬を甲州街道にて見送る。

同年　夏　学童陳開が始まり、長野県北佐久郡の
お寺との話あり、父の故郷の栃木県宇都宮市相生町
に一家で疎開、昭和29年3月、宇都宮高等学校卒業、早
稲田大学第一理工学部入学を期に、東京駒込に戻る。

疎開は中島飛行機の宇都宮への帰りのトラックで
引っ越し。街の中心地「バンバ」の親戚の家に仮住ま
い。中央国民学校の3年生に転入。言葉（方言）に驚い
たが、すぐに「だんベー」言葉の仲間入り。今流行の

「イジメ」は鈍感だったのか体験していない。
1945年　7月、深夜。宇都宮大空襲、当時大谷石造り

の「松が峰教会」の近くの高台に住み、市内全域が全
焼する光景が、鮮やかに脳裏に焼付いている。父の匂
に「薔薇火と（しょうびひ）燃えしと見たる人いわず」
があります。

その後すぐ、家は焼けずに残ったが、又北へー里半
ほどの豊郷村の農家へ疎開、西へ一里ほどの豊郷小

（5年生）へ転校して、毎日裸足で通った。
1945年　8月15日　敗戦。学校の校庭に整列して、

戦争が終わった訓示があった。
しかし、詳しいことは後に知った知識と重なって

いる。その後しばらく豊郷村で過ごした。麦刈りの手
伝いをして、大きな「おむすび」を貰ったこと、柿泥棒
をした事、などの思い出があります。6年生になって
宇都宮の西部に戻り、元の小学校へ。

1947年　4月　新学制6・3・3・4となり、新制一
条中学に入学。

二年生の時、眼病が悪化して、一年留年、西大寛町

に庭つきの家を求め落ち着く。近くの女子高校に版
画家の川上澄生が寄宿していて、父と交流があり下
駄履きで遊びに来た。

この頃、宇都宮でも、疎開者は食料不足で、母と物物
交換の買い出をした事が印象に残っている。サツマ芋、
カボチャは十年ぐらい前までは見るのも嫌でした。

中学時代は男女共学です。先生や、他の中学よりの
友人の影響で「生物、特に昆虫採集に興味を覚え、近
く、やがては遠くの山野へ捕虫網をもって遠征した。
後に国蝶に指定された「おおむらさき」などを自慢で
した。標本箱も幾つも作った。また戦後東京よりの転
校生で数学に優れた友人が仲間入りした影響で、数
学は高校生レベルまで興味を持った

1951年　3月県立宇都宮高校(男子高、創立1879年)に
入学、中学の仲間は他の普通高、商業、工業、女子高に別
れて進学、{中学卒業で就職が過半数}の時代でした。

学校は進学校であり、勉強しなくても成績優秀な
天才もおり、多少、勉強する気に成ったが、眼病の後
遺症もあり、無理は出来ませんでした。受験勉強は、
東京の古本屋で求めた「荒巻鉄雄の英文解釈」の熟読

「旺文社の蛍雪時代と赤尾の豆單」の活用程度でし
た。但し、地方のため、受験情報はあまり無く、母親も
関心は薄かった様です。
＊同窓会　戦争中の小学校はそれぞれ数人の友人が
いる程度、中学校は留年後は今でも担任の先生が健
在で3 ～ 5年間隔で大宮でクラス会を開催、女性が極
めて元気。高校は昭和2 9年卒業で「笑福会」と称し、
近年盛んで、宇都宮の本部、東京の支部とも、年に数
回開催。

1954年　3月高校卒業。東京都駒込に一家で転居。
1954年　3月早稲田大学第一理工学部に入学
高校の同級生の対象校は先輩の多い東北大学が主。

親友も東北大学に多数進みました。私は東京に戻りた
くて、幾つか受験し、留年で1年遅れていて浪人は適わ
ないが、幸い本命の大学、学部に合格しほっとした。

父は文筆業、世襲する様な才能も無いので、興味の
あった理系、工学系を選んだ。

なほ、宇都宮時代再疎開した北、東の豊郷村等は
1954年町村合併で、続いて1955年南、西の雀宮等も
宇都宮市が併合した。

大学の専攻は機械高学科で、内燃機関の渡部寅次郎
先生の研究室で「ディゼル機関の燃焼」をテーマに4名
で卒論の勉強をした。丁度4人です。麻雀全盛時代、卒
業実験を口実に、まず卓を囲む事からの時代でした。

大学時代の華はやはり、六大学野球、そして早慶戦
です。宇都宮高の同期の中村正三も選手、ピッチャ一
石井連蔵等、何回か優勝の美酒、新宿の夜を覚えてい
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ます。そして長島茂雄の打球、ライナーは眼に焼き付
いている。また落語研究会（おちけん）にも入ったが
素人はだしが多いので敬遠ぎみでした。柳家小さん、
連れの小ゑん（談志）など大隈庭園の吾妻家で、「はな
し」を沢山聞かせて貰いました。

1958年　3月大学の卒業論文が無事合格し、卒業出
来る事となった。

就職先として、宇都宮とも縁があり、スバル360の
発表も知っていた富士重工業を教授が推薦されたの
で、早々と決定しました。

卒業論文の四人はその後もグループとして、数名

の仲間を加えて、今でも付き合いを重ねています。九
州の普賢岳の噴火の直前（1991年5月）に、長崎に集
まったとき。毎年一回は夫婦でゴルフを楽しもう。年
末には卒論の在京メンバーが新宿に集まり、忘年会
とゴルフ計画を決めているが、そろそろ、年齢も考え
て見直し頃と思っている。

丁度、就職前までの流れを、思い出しつつ書き留め
たが、一昨年宇都宮の同期会に参加した折に、豊郷村
や小学校の見当を巡回したが、全く変わって以前の
面影もなかった。宇都宮美術館当たりが、裸足で通っ
た小学校かと感慨深かった。

第87回厚木ロータリークラブ親睦ゴルフコンペ

2014年1月22日（水）本厚木カンツリークラブ

  

 優勝　吉川　博宣君 準優勝　髙橋　宏君
  ３位　吉岡　敏君

次回　４月１日（火）本厚木ＣＣ
幹事　吉川　博宣君　常磐　重雄君

出席報告　＜会員37名、出席対象34名＞

1 月 14 日例会　　確定出席率 84.85％ 1 月 28 日例会　　出席 31 名　欠席 3 名　出席率 91.18％
西迫　哲君（1/24 厚木県央RC） ＜欠席＞

　十亀健志君・丸田隆弘君・渡辺伸一君


