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出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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N A
L　会長挨拶　澤田吉夫会長

皆さん、こん
にちは！8月に
入り、やっと1
ケ月が過ぎま
したが、まだ、
あと11 ケ月あ
るのかと思う
と大変気が重
くなりますが、
このすさまじい、暑さに負けないで頑張りたいと思い
ます。
今日は広島の原爆記念日です。今を去ること、昭和
20年（1945年）8月6日の午前8時15分、アメリカの
B29より投下された、原子爆弾が炸裂し、人類史上始
まって以来最大の惨劇が起こったのでした。広島市の
人口約35万人のうち、16万人以上が死亡したと記され
ております。又その3日後の8月9日午前11時02分に
長崎市に再度投下され、人口24万人の内約15万人が
死亡したとあります。
なぜ、広島に原爆投下されたのか！
それは目標都市の中で唯一､連合国軍の捕虜収容所が
ないと思っていたためです｡また、終戦までに日本の主
要都市は米軍の空襲でほとんど壊滅状態でした。その
なかで、広島はまだ決定的な被害を受けていませんで
した。広島が原爆投下の目標に選ばれた理由には、次
のことが考えられます。都市の大きさや山に囲まれた
地形が、原爆の破壊力を探るのに適していたため。広
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日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 8月 6日 )2(93 )2(53 人 )0(4 人 %7.98 *

回前 7月 03 日 )1(93 )1(23 人 )1(7 人 %1.28 6人 %001

島はまだあまり空襲を受けておらず、原爆の威力を確
認しやすかった事。広島には軍隊、軍事施設、軍需工
場が集中しており、それらがまだ破壊されずに残って
いた為とあります。
投下目標は､軍事的観点から入念に、検討されまし
た｡投下目標の選定は､爆風で効果的に損害を与えるこ
とができるなどの条件で進められました｡5月 11日の
第２回会議で､京都､広島､横浜､小倉の4つの目標が選
ばれました｡アメリカ軍による日本本土への本格的な空
襲は､1944(昭和19)年11月から始まりました｡翌年3月
からは､東京など大都市への無差別爆撃が始まりまし
た｡5月28日には､原爆の効果を正確に測定できるよう､
同規模の都市が空襲を受ける中､投下目標都市に対する
空襲が禁止されました｡アメリカのトルーマン大統領の
承認の下､1945(昭和20)年5月に暫定委員会が設置され
ました｡
6月の会議で､原爆の使用について､｢労働者の住宅に
囲まれた軍需工場に､事前の警告無し｣で行われるべき
だと決められました｡これに対し開発に携わった科学者
の一部は､無警告の原爆投下に反対しました｡原爆はそ
れまでの爆弾と投下方法が異なるため､アメリカ国内の
砂漠などで､繰り返し投下訓練が行われました｡さらに
実戦面の訓練として､地理に慣れ､目標へ確実に投下す
るため､1945(昭和20)年７月から8月にかけて目標都市
の周辺地域に原爆の模擬爆弾(通称｢パンプキン｣)を投
下しました｡原爆の投下命令は､1945(昭和20)年7月25
日付で発令されました｡それには､8月3日以降､広島､小
倉､新潟､長崎のいずれかに原爆を投下するよう記され
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ていました｡その後､新潟を除外し､8月2日付で､攻撃日
を8月6日､第1目標は｢広島市街地工業地域｣とする命
令が出されました｡これは､目標都市の中で唯一､広島に
連合国軍の捕虜収容所がないと思われていたからです｡
8月6日､広島の天気は晴れ｡広島の運命は決まりまし
た。原爆投下は､当時最も信頼された目視で行うことと
されていました｡1945(昭和20)年8月6日未明､マリア
ナ諸島のテニアン島から気象観測機が広島､小倉､長崎
に向かい､その後原爆を搭載した｢エノラ･ゲイ｣と科学
観測機､写真撮影機の計3機のB29が離陸しました｡第
１目標が好天との連絡を受けた｢エノラ･ゲイ｣は､広島
に向かいました｡照準点は市内中心部の上空約600メー
トルでさく裂しました｡
その3日後、再度長崎の原爆投下を招いたのです。長
崎・広島の原爆の犠牲者、各地の空襲でなくなった
方々、南方その他で玉砕した人々・特攻などで、亡く
なった人達、各地の戦闘で亡くなった方々、この戦争
で亡くなった全ての人たちの冥福を祈りたいと思いま
す。このようなことが、二度とおきないように願う次
第です。
さて、過日、那珂川の河川敷にて納涼花火大会が盛大
に行われました。夕立を心配しておりましたが、雨も
降らずに終了できたのは、皆さん方の常日ごろの行い
がよかったからでは、無いでしょうか！夜空に高々と
活きよい良く、打ち上げられる花火は、爽快そのもの
では無いでしょうか。夏の夜空を彩る花火は日本人の
気質そのものだと思います。全国各地で花火大会やら
夏祭り等盛大に行われておりますが、夏ばてで、体調
を崩さないようにしてください。明日8月7日は立秋
です。暑中見舞いも残暑見舞いに変わる時期です。来
週はお盆で例会もお休みです。ご先祖様が帰ってくる
ときです。家族で迎えましょう！
本日は以上です。
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T A R Y

I N

T
E R N A TI O

N A
L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

1.  9月のプログラムについて
1）9月10日青少年奉仕委員会の外来卓話　黒磯高
校インターアクトクラブ委員。        　承認
2)9月17日SAA、9月24日職業奉仕の卓話入替、職
業奉仕の外来卓話について那須塩原警察署　
坂田署長様。                         　承認

2. 第 9 回那須塩原ハーフマラソンの協賛について
10,000円。                             　承認

3.  公益財団法人被害者支援センターへの協賛につい
て、10,000円。 承認

4.  栃木いのちの電話への協賛について10,000円承認
5.  第18回インターアクト年次大会について8月9日

宇都宮共和大学。当クラブ3名、インターアクト
11名計14名マイクロバス使用料（高速料金込み）
　30,000円。 承認

6.  8月 20日(水)例会森本ガバナー補佐ご来訪。
7.  あったかハート号への協賛50,000円。 承認
8.  ボーイスカウト日本連盟の協賛について。
　　地元のボーイスカウトへ協賛しているため否認。
9.  9 月 20 日地区大会、RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐
会会費の支出5名（会長・幹事・地区委員3名）×
12,000円 =60,000円。 承認

10. 新入会員の安藤会員の所属はSAA。 承認
11. 協賛金10,000円以上（10,000円は含みません）の
場合、決算報告書等を頂く。　 承認
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E R N A T I O

N A
L　委員会報告　村山茂副会長

○　青少年奉仕委員会  秋葉秀樹委員長

8月9日（土）第18回インターアクト年次大会に、黒
磯高校インターアクトクラブの生徒11名と引率の和気
先生と澤田会長、瀬尾幹事、秋葉の計15名で参加して
きます。

○広報IT委員会　礒勝彦委員

私はロータリーの財団学友会に所属している関係上、
「Rotary Reconnect」というロータリアンと財団学友を
繋ぐニュースレターが届きます。皆さんにも知ってい
ただける様、興味ありそうな内容の時は回覧しようか
と考えています。今回、イランのジャーナリストへの
インタビュー記事ですので読んでみてください。
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T A R Y

I N

T
E R N A T I O

N A
L  卓話　プログラム委員会

○　室井次男委員長

子どもの「昔意識」と「発達段階」について

「むかし、むかしあるところにおじいさんとおばあさん
がありました。…」で始まる昔話を子どもはどう理解
しているのでしょうか。
一般的には、小学校低学年の考える昔は極めて近い過
去で極限は祖父母の誕生の頃まで、中学年になると祖
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父母の誕生以前に及ぶが連続としては把握できない。
５年生頃になると原始時代から連続した時間として考
えられるようになる。と言われている。参考文献「講
座歴史教育２」
かなり古いことではありますが、昭和58年旧黒磯市内
全小学校の3，4年生（2学級以上は任意の1クラス）に
ついて昔意識の実態調査をしました。
先人の知恵である昔話は、貴重な財産であり、語り継
いで行きたいものですが、8～9歳の子どもにとっては
どこまで分かるのか疑問符が付きます。時間的距離の
認識を高めることも考慮して行きたいものです。

子どもは大人の縮図ではないと言われていますが、昔
話を聞いている時でもどこに興味関心をもっているの
か全く分からないのが小学校低学年の実情です。
また、AならばBである、BならばCである、という論
理的な思考もあるところで止まってしまい先に進めな
いから能力が劣っていると思うことは誤りであること
も多いのです。興味関心がA、B、Cのどれかに集中し
て次に行こうと思わなくなってしまうことがあるから
です。したがって「こんなことも分からないのか。」と
言って注意することや叱ることは慎まなくてはなりま
せん。

☺  ニコニコボックス　高木茂君

室井　次男君　ふんばって暑さを乗り切りましょう。
澤田　吉夫君　来週はお盆で例会は休み。嬉しいです。
村山　　茂君　本日も暑中お見舞い申し上げます。

平山　　博君　誕生祝いありがとうございました。
瀬尾　紀夫君　誕生祝いありがとうございました。
時庭　　稔君　誕生祝いありがとうございました。

３年生 ４年生

祖父母誕生のずっと前 12.3 30.9

〃　　　すこし前 6.4 10.7

〃　　　頃 19.8 24.5

父母の誕生の頃 27.3 12.2

私の誕生の頃 4.3 1.3

漠然 24.6  16.3

無答 6.1 4.1

おじいちゃんとお父さんは同じ頃生まれた。 0.8 0.5

おじいちゃんはお父さんより先に生まれた。 95.0 96.7

おじいちゃんはお父さんよりあとに生まれた。 2.8 2.3

無答 1.4 0.5

おじいちゃんが小学校にあがったときお父さん
もあがった。

 3.1 0.5

おじいちゃんが小学校にあがったときお父さん
が生まれた。

29.5  20.4

おじいちゃんが小学校にあがったときお父さん
は生まれていない。

66.0 77.8

生まれる前の方が長い。  42.9 50.3

生まれてからきょうまでの方が長い。 44.3 　40.8

どちらも同じくらい 12.0 7.9

問１　昔とはいつ頃のことですか。

問３　よいと思うものに◯をつけてください。

問２　よいと思うものに◯をつけてください。

問４　おじいちゃんが生まれた時のまえとあとについて
      よいと思うものに◯をつけてください。

3年生359名、4年生392名(数字は%)



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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次回例会　　　平成 2 6 年 8 月 2 0 日　　　担当クラブ協議会澤田会長

●　8月6日欠席(敬称略)
遠藤清和・津久井誠二・深町彰・吉光寺政雄

○　前回7月30日分メークアップ(敬称略)
石山桂子・上野和明・高木茂・深町彰・遠藤清和
石垣政一
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N A
L 3分間スピーチ

未来のために今出来ること

豊田哲司君

本日の3分間
スピーチは親
睦委員会の豊
田が当番です。
年齢順で4番目
の発表となり
ます。
今年度の3分
間スピーチの
テーマが「未来
の為に今出来る事・心掛けていく事」と言う事ですの
で、私は自分の未来、将来に向けて家族に対する考え
方を改善をしていく事としました。
妻や息子に対し、思いやりのある行動や言葉をかけ
ていく事です。この4月から、浜松に妻と二人の息子
を残し結婚生活19年目にして、初めての単身赴任生活
をおくっております。家族皆で一緒に住んでいる時に
は感じなかった家族のありがたさを、しみじみ感じて
おります。
以前では、妻や息子の存在はいて当たり前でありま
した。その為、色々私の面倒を見てもらう事も、当た
り前の事と感じており、相手への感謝の気持ちも忘れ
ておりました。その様な考え方をしておりましたので、
当然結婚記念日や妻の誕生日等にもプレゼントなど一
切しておりませんでした。また、ありがとうなど感謝
の言葉も、ほとんど発しておりませんでした。よく言
う、釣った魚にエサはやりませんでした。
今回単身赴任をし、改めて妻や息子と少し距離をお
く事によって、相手の良いところが再び見えてきまし
た。今までの妻や息子への言動を改めて、考え直さな
ければならないと痛感している今日この頃でございます。

平山年度での、3分間スピーチのテーマは「3.11そ
の時私は何をしていたか」でした。私は、その時浜松
に住んでおりましたので、生活するにおいて、地震　
津波　原発事故による放射能の影響は一切ありません
でした。電力に関しましても中部電力管轄の為、東京
電力の様に、計画停電はなく、節電には心掛けました
が、大きな不便は感じませんでした。その年の一年を
振り返る一文字漢字は「絆（きづな）」でした。
その年は東日本大震災をはじめ自然災害が多く、家
族や友人といった身近で、かけがえのない人に対する
絆を改めて感じた方が多かった年でした。震災　津波
　原発の影響を受けたエリアの方々と比べると、どう
してもあまり影響を受けなかったエリアに住んでいた
私などは、絆に対する思いが弱かったのでしょう。
また世の中が少子化、晩婚化、核家族化が進み、人
と人との関わりも、どんどん希薄になってきておりま
す。先日、佐世保市内で女子高生が同級生を殺害した、
私達からでは想像しがたい事件がおこりました。それ
は家庭環境が大きく影響しているとの事でした。
自分達より後の世代が、変な方向に向かわない様、
絆の大切さを自ら率先して教えていかなければならな
いと感じております。
いつまで続くかわからない単身赴任生活ですが、家
族のありがたさ・感謝の気持ちを常にもって行動して
いきたいものだと、考えさせられた今回のりんどう湖
ロイヤルホテルへの人事異動でございました。
ただし正直、単身赴任もまんざらでもないと感じら
れる、今日この頃でもございます。スピーチの主旨に
あっているか、良くわかりませんが以上とさせて頂き
ます。
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