
 
 

 

 

 

 

台北大同扶輪社 青少年交換留学生の皆様・黄國慶（KC）様、ようこそいらっしゃいました！ 

不思議なことに雨が降る様子もなく、波も穏やかでイルカ

ウォッチングをはじめ、3時間にわたり天草観光の楽しいひ

とときを過ごしました。これも姉妹クラブ塚本委員長の頑張

りと、晴れ男の山本副委員長と熊本南ロータリークラブの

会員の皆様のお陰だと感謝いたしております。台北大同

扶輪社よりお越しの留学生の皆様へは、熊本を充分に楽

しんでいただき、熊本を更に好きになっていただけました

ら幸いに思います。 

 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1. 荒尾 RC より第 29 回インターアクト年次大会のお礼状

が届いております。 

2. 8/3 井上雅文会員の御尊父様が永眠されました。本日

10時より告別式が行われます。（クラブより生花スタンド

と弔電をお送りしております） 

3. 8/13～15 事務局員夏季休暇の為事務局不在となりま

す。ご迷惑をお掛けします。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

こんにちは。先ず本例会のご来訪者を紹介させていただ

きます。台北大同扶輪社よりパスト会長、K.C.こと黄國慶さ

ん。チャイニーズドレスにてご来訪くださった LEE,AN-NA

さん、続きまして KAO,CHIA-YUさん、KAO,WAN-TINGさ

ん。寿崎奨学生からは劉暁慈さんにお越しいただきまし

た。劉暁慈さんは天草観光の際も通訳をしてくださり、本例

会においても通訳をしてくださいます。ありがとうございま

す。皆様、あらためましてようこそお越しくださいました。どう

ぞ充分に本日の例会を楽しまれてください。 

本日の卓話は月刊テーマ卓話となっており、会員維持増

強委員会より後藤委員長にお話いただきます。どうぞ宜しく

お願いします。さて、昨日（8/4）、本日お越しの留学生とホ

ストファミリーの会員の皆様、姉妹クラブの皆様とともに天草

へ行って参りました。県内では大雨洪水警報が発令されて

おりましたが、何故か私達の居る場所だけは晴れており、     
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９/９ 創立 55 周年記念例会 

    ＠ホテル日航熊本 

９/３０ 観月会＠ホテル日航熊本 

 

第５回例会記録(通算第 2573 回)  

平成 25（2013）年８月５日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

台北大同扶輪社    黄 國慶様 

青少年交換留学生   李 安娜様 

高 嘉瑜様 

高 琬婷様 

寿崎奨学生       劉 暁慈君 
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出席報告（永井富士雄君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

５８名 ４０名 71.43％ ８７．０４％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月２０日（火）１８：００～ 

 

 

台北大同扶輪社 黄國慶様ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

  皆さんこんにちは。台北大同扶輪社の黄 國慶です。本

日は交換留学生の台湾人3名がおりますので、中国語でご

挨拶させて頂きます。まず、交換留学生の受け入れに感謝

致します。また、今回は留学生の為に色々なスケジュールを

計画頂きありがとうございます。来年4月9日は私共、台北大

同扶輪社の創立30周年記念です。台湾でお待ちしておりま

すので、是非皆様ご参加ください。ありがとうございました。 

 

 

青少年交換留学生ご挨拶 

・李 安娜さん 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。私は李 安娜（Lee,An-na）と申します。

父は大同扶輪社の会員で、李 志宏（E.N.T）です。今、台

北大学の3年生です。趣味はケーキ作りです。日本は今回

で5回目です。私は日本が大好きです。どうぞよろしくお願い

します。 

 

 

 

・高 嘉瑜さん 

 

 

 

   

 

 

 

皆さん、こんにちは。高 嘉瑜（Charlie）と申します。どう

ぞよろしくお願いします。父は大同扶輪社の高  秉榮

（Golden）です。熊本は素敵な街で、皆さん優しいです。今

日は来日3日目です。台湾と日本の違いを見つけたいです。

また、日本の面白いところに色々行きたいと思っています。

皆さん、是非台湾にも来てください。 

 

・高 琬婷さん 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。私は高 琬婷（Amanda）と申します。

父は大同扶輪社の高 秉榮（Golden）です。日本は初めてで

す。日本の皆さんはやさしくて、礼儀正しいです。今回のホ

ームステイをとても楽しんでいます。次は皆さんに台湾へ来

てほしいです。来られたら私が台湾をご案内致します。 

 

 

新入会員紹介 

・３回目 （鬼塚貴志君） 

こんにちは。今回で３回目の新入会員挨拶と言う事で、

少しは慣れるはずなのですが、まったく慣れません。ま

た今回、台北から来られているので本当なら国の言葉で

挨拶をしたいのですがなにせ日本語もろくにしゃべれ

ないのでやめておきます。ホームステイに家にも過去２

回来られていますが、言葉が違うのでジェスチャーでや

り取りしていました。今後、機会があれば是非受け入れ

てみたいと思う気持ちがあります！ 

 

 

委員会報告 

●親睦委員会（坂本研一君） 

本日暑気払い＆新入会員歓迎会を行います。青少年交

換留学生の皆さんも参加されます。 

18:30～＠オーデン 
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［誕生祝］              ［結婚祝］ 

馬場大介君    8.1       馬場  啓君    8.20 

坂本研一君     8.21      杉田辰彦君     8.28 

鬼塚貴志君    8.28 

  

［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○台北大同扶輪社様  5Ⅹ 

○台北大同扶輪社 黄國慶様  2Ⅹ 

○野口泰則君・今村浩昭君・堀川貴史君・藤見泰之君・ 

渕田俊郎君・坂本研一君 

台北大同扶輪社パスト会長 黄國慶（KC）様・李安娜さ

ん・高嘉瑜さん・高琬婷さん、そして寿崎奨学生 劉暁慈

さんのご来訪を心より歓迎致します。熊本をいっぱい好き

になって帰って下さい。 

○寿崎肇君 

台北大同扶輪社の黄國慶（KC）様、青少年交換留学生を

引率され、ようこそ熊本にお見え頂きました。ありがとうござ

います。私は歓迎会にも夕食会にも参加出来ないと思い

ます。お許しを頂き、台北大同扶輪社30周年には是非参

加させて頂きます。 

○永井富士雄君・塩井泰明君 

台北大同扶輪社のホームステイの皆さん、ようこそ熊本へ。

熊本での生活を楽しんで下さい。通訳の寿崎奨学生 劉 

暁慈さん、お世話になります。 

○鈴木勝志君・塚本 侃君・渡邉秀章君 

当クラブへの来訪者、台北大同扶輪社 黄國慶様を歓迎

致します。 

 

 

 

○古財良一君・漆島典和君 

黄國慶（KC）さんのご来訪、真に歓迎します。台北では大

変お世話になりました。これからもどうぞよろしくお願い致

します。また、本日の後藤先輩の卓話、楽しみにしていま

す。 

○野口泰則君・今村浩昭君 

会員維持増強委員長 後藤会員の卓話を心より歓迎し、

期待しています。また、台北大同扶輪社の子供達を預か

って下さるホストファミリーの坂本会員・丸山会員・馬場会

員に心より感謝し、スマイルします。 

○井上雄一朗君  Ⅹ 

  久しぶりの例会出席と、先日（7/21）無事に結婚できまし

たのでスマイル致します。また、本当は全てのＲＣの方々

をご招待すべき所ではありますが、キャパや人数の問題

等もありましたので、妻とも交流のある方々を中心にご案

内させて頂きましたことをお詫び申し上げます。先日、三

角会員にお会いした時に、式で使ったプロレスラー「橋本

真也」のコスチュームをお願いだから着てみたい旨の話が

しつこくありましたので、12月の家族会の時に三角会員に

お貸しして、盛り上げて頂こうと思っています。その時は田

川社長お手数ですが、また演出の段取りをお願い致しま

す。 

○岩野衆次君・鬼塚貴志君 

  7月に入会しました、岩野・鬼塚です。本日は歓迎会をあり

がとうございます。歓迎されたことに感謝です。 

○渡邉秀章君 

  熊本県・熊本市と弊社で行っている「スマートひかりタウン

熊本プロジェクト」の一環で、中心市街地活性化と10月の

豊かな海づくり大会、水銀条約国際会議で熊本を訪れる

多くの方々向けに「くまロケ」アプリを提供開始しました。今

は Android用だけですが、10月までに ios 用も提供します。

是非皆さんダウンロードしてご活用ください。くまモンがお

得な情報を教えてくれます。 

○久峨章義君 

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○木村弘訓君 

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

 

●会員卓話（渡邉秀章君） 

「戦艦大和の話」  後藤 博君 
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   私の父が僅かな期間ですが、戦艦大和に乗っており、

また、終戦記念日も近いということで、今日は戦艦大和

のお話を少しさせて頂きます。 

①［大和の主要構造］ 

満載排水量：72809トン、公式排水量：69100トン、全長

263メートル 

吃水線長：10.4メートル、最大幅：38.9メートル、最大速

力：27.46ノット 

航続距離：7200海里、燃料搭載量（満載搭載量）：6400

トン 

主砲：46センチ三連装砲塔三基・45口径・最大仰角45

度・最大射程40000メートル 

②［大和の主な戦役］ 

1942.5.29  ミッドウェー作戦参加 

1942.8.17  ソロモン方面支援のため出航 

1942.8.28  トラック島（現・太平洋カロリン諸島）入港 

1943.5.8   桂島へ向けトラック島を出航 

1943.8.16  再びトラック島へ向かう 

1943.12.12  横須賀へ向けトラック島を出航 

1943.12.20  陸兵4000名を乗せ三度トラック島へ向かう 

1943.12.25  トラック島沖で米軍潜水艦の魚雷による

攻撃を受けるが、被害は少なかったため、

そのままトラック島へ入港 

1944.6.15  マリアナ沖海戦に出撃、その後呉へ帰還 

1944.7.8   装備増強後、リンガ泊地へ向かう 

1944.10.22  レイテ沖海戦に参加、その後日本へ戻る 

③［沈没時の戦況］ 

12:40   米軍航上機約200基が大和へ攻撃を開始 

12:41   大和後部電探室付近に中型爆弾2発命中 

12:45   左舷前部に魚雷1本が命中 

13:35   左舷中央部に魚雷3本が命中 

これにより副舵が取り舵のまま故障 

13:44  左舷中部に魚雷2本命中 左舷側へ5度傾斜

14:00  左舷中部に中型爆弾3発が命中 

14:07  右舷中部に魚雷1本が命中 

14:12  左舷中部と後部に魚雷が1本ずつ命中 

  機関は右舷機のみで速度は12ノットとなり魚雷 

  回避が不可能となる 傾斜は左舷側に6度 

14:15  左舷中部に魚雷1本が命中 燃料庫が爆破さ 

  れ火災発生、傾斜が急速に増加 

14:20  傾斜は20度となり修正不可能として「総員上甲

板」（総員退去）が発せられるも伝声管・マイク

共に破損のため殆どの乗員はこれを知らなか

った 

14:23  急傾斜し横転、瞬間大爆発を起こし沈没する 

④［父の大和に関する経歴］ 

  1944.7.8    シンガポールへ派遣される際リンガ泊地

へ向かう大和に便乗し、8日間大和で暗

号室勤務を行う。この時上司にあたる渡

辺明夫上等兵曹に好意にしてもらい、寝

食を共にした。 

1944.7.16   大和下船。渡辺上等兵曹より1枚の写真

を渡され、再開を約束し別れる。その後9

月頃までシンガポールの第十根拠隊に

所属。 

1944.10以降 アナンバス派遣隊へ。以後マレー半島を

転戦する。 

1945.8.11   米軍上陸の迎撃中に終戦を迎え捕虜と

なる。 

1945.9      日本の駆逐艦「神風」に助けられ復員。 

1976.6      長年渡辺上等兵曹の行方を捜しており、

ご家族の居場所を突き止めるも渡辺上

等兵曹は戦死されていたことを知る。 

1976.8.13    別れの時に受け取った渡辺上等兵曹の

写真を持って再度ご家族のもとを訪れ、

写真を手渡す。 

 

 

【例会予定】 

8/26 未定 

 

 

8/5暑気払い＆新入会員歓迎会＠オーデン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             


