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例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30～13:30 第 3 木曜日 18:30～. 第５木曜日 18:00～ 
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     ≪ 第 2383 回  例会記録  2011 年 3 月 24 日≫       

出席報告 会員数40名(出席免除7名) 出席数 2９名 出席率 78.39% 前回修正出席率 71.05％

スピーチ 上澤祥昭氏（戦史家） 

■ 会 長 の 時 間   矢部 房男 会長                      

3 月 11 日、東関東にかつて経験したことのない大き

な地震と津波が襲いました。報道される状況は日を経

るにつれその被害の大きさに心が痛みます。心よりお

見舞いとご冥福をお祈りする次第です。ロータリーと

して何をすべきか募金活動等含めて模索していきま

す。報道では色々な事を教えてくれています。想定し

なかった地震と津波の大きさ、被災の状況は厳しいも

のであります。逗子海岸で津波は 1 メートル 50 セン

チという報告です。この地域では災害を免れたことは

幸いでしたが、一日も早い復興を願っております。 
先週の例会は計画停電の影響を考え中止としまし

た。これからも予定に変更があるかもしれません。18
日には緊急理事会を招集しまして、キマグレンﾁｬﾘｲﾃｨ

ｰｺﾝｻｰﾄを被災地支援とする決定をしました。

 
■報告 
石田幹事：＊週報 三浦 RC 

＊4 月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル 80 円。 

＊青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 4/9 14:00 藤沢 

＊GSE 地区壮行会 4/2 14:30 藤沢 

＊鎌倉 RC50 周年記念例会中止  

＊小田原城北 RAC15 周年式典中止 

＊京都紫野 RC より乾電池、災害用ﾛｰｿｸ受領。 3 月のお祝  
臨時理事会報告： 

①  5/13 開催ｷﾏｸﾞﾚﾝﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ開催目的を、「地元の青少年育成」⇒「東日本大震災被災地支援」に変更す

ることに決定。キマグレンより被災地支援とすることで出演料無料の申出あり。音響・機材の実費を経

費として計上。ﾎﾟｽﾀｰ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄも直す  
②  4/21 会員親睦旅行（海上自衛隊基地見学）は延期。 ③ 地区から要請の義捐金は 4 万円とする。  

他に駅頭での義捐金活動も考える。  
 
鈴木久会員 韓国新天安 RC よりお見舞いの電話あり。  

義捐金も集めているとの事。  
岩瀬 IA 地区副委員長 IA 一泊研修は中止。  
鈴木安 50 周年委員長 4/5 実行委員会 19:00 哉吉  

9 月ビーチバレー、11 月ﾜｲﾙﾄﾞﾜﾝｽﾞｺﾝｻｰﾄ、3/31 記念  
例会ついて協議。5/13 チケットは売れ行き好調。

3/25 湘南ﾋﾞｰﾁ FM にてﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 等を案内



  
 

卓話   「第二次大戦時の民間徴用船の沈没について」 
なぜ民間徴用船の沈没の記録を残そうとしたか            上澤 祥昭 氏（戦史家） 

私の父は長野県小布施生ま

れ、16 才の時、横浜港から密

航、アメリカに行った。食事

も部屋もある船乗りになる決

意をし、その後独学で船長の

免許を取り会社を設立、日満

航路を開き、敦賀から出る満

州丸を運行。私は親父が 50
歳の時生まれ当時は 4 才であ

った。その後満州丸は昭和 19 年関東軍の緊急輸送に

徴用され門司港から出航、攻撃され沈没、親父も亡く

なった。 
終戦後、色々な仕事をしたが、60 才になった時、仕

事に失敗したこともあり仕事を辞めて、戦時中に無く

なった商戦の記録をまとめておこうと決心した。今か

ら 22 年前の事であり、神戸の全日本海員組合の中に

『戦没した船と海員の資料館』を設置・運営を始めた。

軌道に乗ったので他の人に任せ現在は客員研究員。 
当時の船の状況調査の一端 

昭和 19 年空襲がひどくなりトラック島では 30 隻の

商船が沈没。今でもそのままになっている。 
㈶南洋群島協会（ミクロネシアから引き上げる人を

定着させる目的で設立された財団法人）が船を見つけ

て引き揚げる。それに商船が徴用された。マリアナ、

パラオ、トラック、マーシャル諸島などに約 8,500 人

が住み、そのうちマリアナに 5,000 人。年寄、子ども、

女性は強制的に引上げる事になる。 
例：入り口に当たるサイパンから船団で脱出すること

になり、亜米利加丸、さんとす丸に 800 名が分乗、美

しい亜米利加丸が人気で 514 名が乗ったが、硫黄島の

南で撃沈された。さんとす丸の 317 名は無事横浜に着

いた。 
例：ばたびあ丸に姉妹 4 人で乗ってサイパンから脱出

したヤマネさんは、空爆を受けた船から一人飛び込み

門司丸に助けられ、姉妹の 3 人は亡くなった。その門

司丸も集中砲火を受け、丸太に摑まり漂流中を、アメ

リカ船に引き揚げられハワイの収容所に入った。終戦

となりサイパンの収容所に移ると同級生が沢山いた。 
他にもたくさんの商船が徴用され、無事横浜港など

に到着できた船もあるが、多くは撃沈された。 
民間の全船員のうち、43%が亡くなっており、軍

人の死亡者は 20%と言われている。こういった事実

が歴史から消えないよう、知り得る限り記録に残そ

うと作業を続けています。

 

■ニコニコ BOX    本日合計  ￥７１．０００    累計 ￥１．５３９．０００  
矢部(房)君…東北関東大震災被災地の皆様にお見舞

い申し上げます。一日も早い復興をお祈り

いたします。上澤先生卓話お願いします。 
石田君、毛利君、市川君、岩瀬君、臼井君、藤吉君

…上澤様、卓話よろしくお願いします。  
安藤君、鈴木(安)君…上澤さんのお話楽しみです。  
柳沢君…色々大変な中、卓話ありがとうございます。

お祝を頂き。  
桐ケ谷君… IM で顕彰を受けました。  
石黒君、矢部(光)君、湊屋君…結婚祝いを頂き。  
山本(由)君…今回の地震で失われた多くの尊い命に

深い哀悼の意を捧げます。皆で応援しまし

ょう。頑張ろう日本、頑張れ東北。  
橘(武)…東日本巨大地震・津波・原子力発電の事故

と被災地の方々に、心よりお見舞い申し上

げます。助け合おう 日本。  
松井君…ガンバレ東北！みんなで支援しましょう。  
村松君…大震災は大変でした。皆様無事で何より。  
奈良さん…震災復興何か手助けをと考えたが募金す

るのみかな？  
山口君…大震災大変でした。早退させて頂きます。  
高洲さん…生きているだけで感謝！ありがとう。  
山本(三)さん…毎日一日を大切に生きましょう。  
福嶋君…天にまします神よ我らをお守り下さい。  
葉山君…言葉が思いつきません・・・。  
石黒君…計画停電は憂鬱です。  
山科君…横須賀線に暖房が無く、寒くて困ります。  
三宅君…寒いですね。お花見どうしますか？  
草柳君…彼岸過ぎたか 春よ来い。  
横山君…福嶋さんありがとう。  

 
           未だかって経験したことのない地震でしたが、皆様いかがお過ごしですか？

 ご親戚や友人で被害にあった方はいらっしゃいますか？ 私は 40 年も前に 

仙台で或るビルを設計したことがありますが、早速お見舞いの電話をしたところ、 

お元気な声が聞けましたが、一人昔私の事務所で働いてくれた社員が気仙沼出身でした。

連絡の取りようが無く心配しています。私達は逗子の海岸に住んで、もう 36 年です。素晴らしい眺め

に満足し自慢しています。が、家内か急に引っ越したいと言い出しました。知らないところで死ぬより、

皆と一緒の方がいい・・・と。私はここを動こうとは少しも思いません。逗子って最高だもん！！ 

                               会報編集委員   毛利 武信 
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