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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

５月 ２９日（火）

６月　５日（火）

６月 １２日（火）

６月 １９日（火）

夜間移動例会（座間ＲＣと合同例会）

卓話

卓話「親睦委員会の１年」

夜間移動例会・クラブ協議会「１年を終えて」

２６３５

２６３６

２６３７

２６３８

１８：３０

１２：３０

１２：３０

１８：３０

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

５月   ８日（火）

５月 １３日（日）

５月 ２２日（火）

２

３

９２．８６

８９.６６

２６

２６

　本日は皆様の例会に出席させて

頂き有難うございます。大和ロータ

リーさんとのお付き合いがあるゆえ

ん７年前の震災当時は台湾のクラブ

などから色々な支援を頂き、改めて

感謝と御礼を申し上げます。また我々の５０周年行事には、足

を運んでいただいたり武田会長様から会員の似顔絵を描いて

いただき皆、名刺に入れております。かなり好評で名刺交換が

楽しくなります。この様に色々なことで大和ロータリークラブ

の皆様とお近づきになれ交流を続けられることは、私達のク

ラブにとっても重要なことと皆とらえております。

　話しは変わりますが、大和市の図書館の入館者数は全国で

一番ということを先日耳にしました。私などあまり本を読まなく

なっておりますが、岩手県の一人あたりの書籍購入金額が全

国一ということで、何か本を通じて共通の感覚があるのではと

思います。私も改めて大和市のことを勉強したいと思います。

　それぞれの郷土の良さを生かし、そして皆それぞれに理解

し合い、交流が続いてゆくことをお願いして、あいさつとさせて

頂きます。

花巻南ＲＣ会長　八森 様ごあいさつ幹事報告
　皆様ゴールデンウイークはどのようにお過ごしだったでしょう

か？　私はどこにも行くことはなく、孫らとわたわたしておりまし

た。ＲＣで２０年前交換留学生でオーストラリアでお世話になっ

た次男坊が、夏から５年間インドに行くことになり、私の奥さん

は息子がインドにいる間に行くと張り切っています。

　厚木県央ＲＣの２０周年記念のパーティーが４月２７日に盛大

に行われました。

　今日は５月８日ですが来年の５月１日から元号が変わります。ど

のような元号になるのか楽しみです。

本日 ￥１４,０００  累計 ￥５５０,５００

◆後藤定毅様（大和中ＲＣ）／武田会長、森川幹事の表敬訪問に

伺いました。しばらくぶりに伺いましたが、よろしくお願いいたしま

す。◆長谷川衛会員／１．今年は結婚５０周年、金婚式も行いまし

た。楽しかったです。２．誕生日を祝っていただきありがとうござい

ます。◆佐々木和夫会員（期前プログラム委員会　委員長）／５

月１日１９：００より「Ａｒｏｍａ ｄｅ Ｂａｒ イージュ」にてプログラ

ム委員、親睦ロータリー家族委員会等の期前委員会が開催され

ました。来期の魅力的な計画と来年度予算の有効利用について

話し合いました。大型の減額案を検討しております。皆様ご協力お

願い致します。ご参加の皆様、大変おつかれ様でした。◆佐々木

和夫会員／本日は後藤パストガバナーようこそおいでくださいまし

た。◆古木通夫会員／ゴールデンウイークは、夏野菜３５本植付完

了！　これからは、ヤブガラシ退治に入ります。◆石高誠一会員／

田舎に帰って、お袋に親孝行して来ました。春になってこれから畑

ができるのを楽しみにしていました。◆増正之会員／１．肺がん、胃

がん、大腸がん検診に行ってきました。結果は未定。

第26３１回　2018年５月８日（火）

第２６３１回・第２６３２回　合併号

司　 会 ／三浦高義　会員

Ｓ.　Ｌ. ／戸張美穂　会員

斉    唱 ／「君が代」「我等の生業」

会長の時間

委員会報告

本日 ￥４８,０００  累計 ￥５９８,５００

◆八森辰雄様（花巻南ＲＣ）／本日は大和ロータリー様の例会に

出席させていただき、ありがとうございます。これまで色 お々世話

になり、感謝しております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

◆武田茂会長／花巻南ＲＣの皆様、又、ゲストの皆様、雨の中をお

いでいただきました。ありがとうございます。◆松川清会員／花巻

南ロータリークラブの皆様、ご苦労様です。市民まつりあいにくの

雨でご期待に添えなくて残念です。ロータリーのひとときお楽し

みください。◆小金澤和夫会員／花巻南ＲＣの皆様、又、石田様、

横山ご夫妻、畠様、雨の中ようこそ。心から歓迎します。◆井上勝彦

会員／花巻南ＲＣの皆様、ようこそ大和ＲＣへお越しくださいまし

た。海外での太田選手の活躍を期待しています。◆戸張美穂会員

／本日はあいにくのお天気ですが、吹き飛ばすように楽しい時間を

と思います。本日長男が属しております、和光青年会のエイサーを

皆様と共に楽しめたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

◆伊藤彦二会員／横山さん、畠さん、石田さん、雨の中出席いただ

き、ありがとう。◆増正之会員／１．花巻南ＲＣの皆様、よくいらっ

しゃいました。あいにくの雨ですが、楽しんで行ってください。◆松

川健治会員／花巻南ＲＣの皆様、ゲストビジターの皆様、グエン・

タン・タム君、エイサーの皆様、本日はありがとうございます。◆石

高誠一会員／花巻南ロータリークラブの皆様、遠い所まで良くい

らっしゃいました。今夜は楽しく過ごしましょう。◆石井規子会員／

今日は遠い中、花巻南ロータリーの皆さんおいで頂きありがとうご

ざいます。あいにく雨のお天気ですが、楽しいひとときを一緒に過

ごしたいと思っております。よろしくお願いいたします。

・５月１３日（日）夜間移動例会です。場所は清風です。

・５月１５日（火）１３日の夜間例会の振替休会です。

・５月２９日（火）夜間移動例会です。合同例会となります。

・５月１９日（土）大和中ＲＣ創立記念式典へ出席される方は、登

録料（１万円）です。

・５月のロータリーレートは、１ドル１０８円です。

【ポスティング】・次第 ・週報 ・５月度プログラム

【回覧】・地区新会員の集い。登録３年目のかた対象です。出席

希望されるかたは事務局までご連絡下さい。

・５/１２.１３大和市民まつりのご案内

ゲ ス ト ／米山奨学生 グエン タン タム君

ビジター／大和中ＲＣ 後藤定毅 様

第26３２回　2018年５月１３日（火）

司　　会／ 三浦高義 会員

懇 親 会 司 会 ／ 伊藤彦二 会員

Ｓ.  Ｌ.   ／ 戸張美穂 会員

斉    唱  ／ 「我等の生業」

ゲ ス  ト／ 畠美以久 様　横山敬昌 様

 横山和子 様　石田良一 様

 米山奨学生 グエン タン タム 君

 青少年交換学生　島巻風花 さん

ビジター／ 花巻南ＲＣ 会長 八森辰雄 様

 花巻南ＲＣ 幹事 照井正樹 様

 花巻南ＲＣ 会長エレクト 鎌田定悦 様

 花巻南ＲＣ 副幹事 髙橋光彦 様

 花巻南ＲＣ 地域発展・人間尊重副委員長

  及川洋吉 様

 花巻南ＲＣ 親睦小委員 小野健太郎 様

戸張ソングリーダー 司会三浦ＳＡＡ

交換留学生
島巻風花さん 横山様・畠山様ようこそ 八森会長いらっしゃいませ

◆プログラム委員会／吉岡善一委員長

５月１３日（日）夜間例会、５月２９日（火）夜間例会に変更に

なっています。
◆公共イメージ・雑誌委員会／松川健治委員長

ロータリーの友の記事の紹介。ホームページに関する事。

卓話

５／８

幹事報告

委員会報告

　本日はこの大雨の中、遠い所から南花巻の皆様よくおいで下

さいました。そして、ゲストの皆様よくいらっしゃいました。南花巻

ＲＣとの御縁は７年前の東北大震災からの御縁でございます。

私も３度ほどお邪魔しました。とても良い関係が続いています。

これからもよろしくおねがいします。今日は楽しい余興も用意し

てございますので、ごゆっくり楽しんでいってください。ありがと

うございました。

会長の時間

　５月２９日（火）座間ＲＣとの合同夜間例会がありますので、皆

様ご出席お願いします。

５／13

５／８
武田茂 会長

会員お誕生祝い長谷川衛君 グエン・タン・タム君に奨学金授与

◆親睦委員会／伊藤彦二委員長

５月２９日の座間ＲＣと合同例会の件。

◆青少年奉仕委員会／冨岡弘文委員長

本日は、台湾派遣交換留学生の島巻風花さんがいらっしゃいま

した。７月の出発に向け、語学など準備をがんばっていらっしゃ

います。皆様、よろしくお願いします。

踊ったらスリムになったね、誰とは言わないけど

みんな仲良く歌いました

鎌田会長エレクトも
踊っちゃいました

及川パスト会長もビックリ 照井幹事・小野様ようこそ また会いましょう

恒例の手に手つないで 驚愕の迫力ビックリしたぁ～

花巻南ＲＣの鎌田会長エレクト・
高橋副幹事ようこそ

和光青年会長挨拶

スマイルＢＯＸ５／１３

スマイルＢＯＸ５／８

　今日は北朝鮮のこともありますので日

本に寄港しています空母のお話です。話

の前に司令官よりお借りしましたビデオを

ご覧ください。

　今から２０年以上前、私は資料に書

いてあります、上から２番目のインデ

ペンデンスに乗船しました。そしてキ

ティーホーク、ジョージワシントンに乗

船しました。

　インディペンデンスとキティーホー

クに乗船した時の話をします。厚木

基地飛行場から軍用機で太平洋にあ

るインデペンデンスに向かって飛び立ちました。座席について４

点ベルトをさせられ（どこに向かっているのかと聞くと、それは教

えられないと言われました）。１時間ほどのフライトで空母が見え

てきました。近づくと艦載機が訓練をしていました。艦載機が

我々の飛行機の真横を爆音とともにすれ違います。そして我々

の軍用機が着艦するわけですが、空から見ると空母の小さいこ

と！！ 周りは果てしない海ですので、近くでは馬鹿でかい船です

が海の中では一点に過ぎません。そして着艦ですが、厚木飛行

場は２４００ｍあるので普通に離陸、着陸をしますが、３２６ｍの

空母にどのように着陸するのか？？ 直径７～８ｃｍのワイヤーが２

本横たわっており、飛行機の後方から出てくるフックにひっかけ

て止まります。２本のどちらにも引っかからなければ海の中で

す。身体には３Ｇの重力がかかります。それで、タッチ　アンド　

ゴーを練習します。そして無事一本目に引っかかり止まりました。

そして空母の進む方向に着陸をします。逆には着陸しません。

　飛行機を降りて艦内を案内され印象に残ったのは艦長室と病

院と飛行機の格納庫でした。艦長室は写真の通り建物の一番

てっぺんにあり、病院の中でも歯医者は毎日１００本ぐらい歯を抜

くようです。飛行機の格納庫は甲

板の真下にあり空母の前後に２台

づつ、４基のエレベーターがあり

そのエレベーターの速いことびっ

くりするほどの早さでした。有事

の際飛行機を出すのに時間をか

ける訳ありませんね。甲板でのＦ１４戦闘機戦闘機の離発着は騒

音も最大で圧巻でした。

　そして、艦長と食事をして記念写真を撮り空母を後にする訳

ですが、帰りが問題です。来た時と同じ軍用機で帰る訳ですが、

ジェット機でも私が乗ってきました軍用機でも、甲板で１００％の

推進力を出したまま、飛行機の後ろに壁を出し飛んで行かない

ようにロックして、前輪に飛行機を前に押し出すフックを取付け

一気に出て行きます。１秒間で１８０ｋｍ出ていないと海に墜落で

す。離陸の緊張の瞬間カメラを首に下げていましたが、進行方向

を背にすわっていますので、顔の目の前に上がっていました。同じ

ように身体には３Ｇかかります。３時間ぐらいのインデペンデン

ス滞在でしたが無事厚木米軍に帰りました。

　次にキティーホークですが、横須賀港から２時間かけ千葉沖ま

で行き、目的地に着くまでは甲板の下の広大な大きさの飛行機

の格納庫です。約８０００名がいたと思います。格納庫には１機も

戦闘機はなく全て厚木基地に入っていると言っていました。目的

地付近に近づくと、すでにいろいろな種類の飛行機を甲板に用

意してあり見学者の目の前から

次々に飛び立ち母艦の周りをい

ろいろな形でデモンストレーショ

ンを行い見学者を楽しませてい

ました。この集まりは海軍兵隊の

家族を招待するイベントでした。

　昼にはハンバーガーが出ましたが、味が今一で腹を下したこと

を思い出します。以上でＵＳＡの空母の話はおわります。長い間

有り難うございました。

本田・田辺

籾山・本田・田辺

空母の話
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す。◆長谷川衛会員／１．今年は結婚５０周年、金婚式も行いまし

た。楽しかったです。２．誕生日を祝っていただきありがとうござい

ます。◆佐々木和夫会員（期前プログラム委員会　委員長）／５

月１日１９：００より「Ａｒｏｍａ ｄｅ Ｂａｒ イージュ」にてプログラ

ム委員、親睦ロータリー家族委員会等の期前委員会が開催され

ました。来期の魅力的な計画と来年度予算の有効利用について

話し合いました。大型の減額案を検討しております。皆様ご協力お

願い致します。ご参加の皆様、大変おつかれ様でした。◆佐々木

和夫会員／本日は後藤パストガバナーようこそおいでくださいまし

た。◆古木通夫会員／ゴールデンウイークは、夏野菜３５本植付完

了！　これからは、ヤブガラシ退治に入ります。◆石高誠一会員／

田舎に帰って、お袋に親孝行して来ました。春になってこれから畑

ができるのを楽しみにしていました。◆増正之会員／１．肺がん、胃

がん、大腸がん検診に行ってきました。結果は未定。

第26３１回　2018年５月８日（火）

第２６３１回・第２６３２回　合併号

司　 会 ／三浦高義　会員

Ｓ.　Ｌ. ／戸張美穂　会員

斉    唱 ／「君が代」「我等の生業」

会長の時間

委員会報告

本日 ￥４８,０００  累計 ￥５９８,５００

◆八森辰雄様（花巻南ＲＣ）／本日は大和ロータリー様の例会に

出席させていただき、ありがとうございます。これまで色 お々世話

になり、感謝しております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

◆武田茂会長／花巻南ＲＣの皆様、又、ゲストの皆様、雨の中をお

いでいただきました。ありがとうございます。◆松川清会員／花巻

南ロータリークラブの皆様、ご苦労様です。市民まつりあいにくの

雨でご期待に添えなくて残念です。ロータリーのひとときお楽し

みください。◆小金澤和夫会員／花巻南ＲＣの皆様、又、石田様、

横山ご夫妻、畠様、雨の中ようこそ。心から歓迎します。◆井上勝彦

会員／花巻南ＲＣの皆様、ようこそ大和ＲＣへお越しくださいまし

た。海外での太田選手の活躍を期待しています。◆戸張美穂会員

／本日はあいにくのお天気ですが、吹き飛ばすように楽しい時間を

と思います。本日長男が属しております、和光青年会のエイサーを

皆様と共に楽しめたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

◆伊藤彦二会員／横山さん、畠さん、石田さん、雨の中出席いただ

き、ありがとう。◆増正之会員／１．花巻南ＲＣの皆様、よくいらっ

しゃいました。あいにくの雨ですが、楽しんで行ってください。◆松

川健治会員／花巻南ＲＣの皆様、ゲストビジターの皆様、グエン・

タン・タム君、エイサーの皆様、本日はありがとうございます。◆石

高誠一会員／花巻南ロータリークラブの皆様、遠い所まで良くい

らっしゃいました。今夜は楽しく過ごしましょう。◆石井規子会員／

今日は遠い中、花巻南ロータリーの皆さんおいで頂きありがとうご

ざいます。あいにく雨のお天気ですが、楽しいひとときを一緒に過

ごしたいと思っております。よろしくお願いいたします。

・５月１３日（日）夜間移動例会です。場所は清風です。

・５月１５日（火）１３日の夜間例会の振替休会です。

・５月２９日（火）夜間移動例会です。合同例会となります。

・５月１９日（土）大和中ＲＣ創立記念式典へ出席される方は、登

録料（１万円）です。

・５月のロータリーレートは、１ドル１０８円です。

【ポスティング】・次第 ・週報 ・５月度プログラム

【回覧】・地区新会員の集い。登録３年目のかた対象です。出席

希望されるかたは事務局までご連絡下さい。

・５/１２.１３大和市民まつりのご案内

ゲ ス ト ／米山奨学生 グエン タン タム君

ビジター／大和中ＲＣ 後藤定毅 様

第26３２回　2018年５月１３日（火）

司　　会／ 三浦高義 会員

懇 親 会 司 会 ／ 伊藤彦二 会員

Ｓ.  Ｌ.   ／ 戸張美穂 会員

斉    唱  ／ 「我等の生業」

ゲ ス  ト／ 畠美以久 様　横山敬昌 様

 横山和子 様　石田良一 様

 米山奨学生 グエン タン タム 君

 青少年交換学生　島巻風花 さん

ビジター／ 花巻南ＲＣ 会長 八森辰雄 様

 花巻南ＲＣ 幹事 照井正樹 様

 花巻南ＲＣ 会長エレクト 鎌田定悦 様

 花巻南ＲＣ 副幹事 髙橋光彦 様

 花巻南ＲＣ 地域発展・人間尊重副委員長

  及川洋吉 様

 花巻南ＲＣ 親睦小委員 小野健太郎 様

戸張ソングリーダー 司会三浦ＳＡＡ

交換留学生
島巻風花さん 横山様・畠山様ようこそ 八森会長いらっしゃいませ

◆プログラム委員会／吉岡善一委員長

５月１３日（日）夜間例会、５月２９日（火）夜間例会に変更に

なっています。
◆公共イメージ・雑誌委員会／松川健治委員長

ロータリーの友の記事の紹介。ホームページに関する事。

卓話

５／８

幹事報告

委員会報告

　本日はこの大雨の中、遠い所から南花巻の皆様よくおいで下

さいました。そして、ゲストの皆様よくいらっしゃいました。南花巻

ＲＣとの御縁は７年前の東北大震災からの御縁でございます。

私も３度ほどお邪魔しました。とても良い関係が続いています。

これからもよろしくおねがいします。今日は楽しい余興も用意し

てございますので、ごゆっくり楽しんでいってください。ありがと

うございました。

会長の時間

　５月２９日（火）座間ＲＣとの合同夜間例会がありますので、皆

様ご出席お願いします。

５／13

５／８
武田茂 会長

会員お誕生祝い長谷川衛君 グエン・タン・タム君に奨学金授与

◆親睦委員会／伊藤彦二委員長

５月２９日の座間ＲＣと合同例会の件。

◆青少年奉仕委員会／冨岡弘文委員長

本日は、台湾派遣交換留学生の島巻風花さんがいらっしゃいま

した。７月の出発に向け、語学など準備をがんばっていらっしゃ

います。皆様、よろしくお願いします。

踊ったらスリムになったね、誰とは言わないけど

みんな仲良く歌いました

鎌田会長エレクトも
踊っちゃいました

及川パスト会長もビックリ 照井幹事・小野様ようこそ また会いましょう

恒例の手に手つないで 驚愕の迫力ビックリしたぁ～

花巻南ＲＣの鎌田会長エレクト・
高橋副幹事ようこそ

和光青年会長挨拶

スマイルＢＯＸ５／１３

スマイルＢＯＸ５／８

　今日は北朝鮮のこともありますので日

本に寄港しています空母のお話です。話

の前に司令官よりお借りしましたビデオを

ご覧ください。

　今から２０年以上前、私は資料に書

いてあります、上から２番目のインデ

ペンデンスに乗船しました。そしてキ

ティーホーク、ジョージワシントンに乗

船しました。

　インディペンデンスとキティーホー

クに乗船した時の話をします。厚木

基地飛行場から軍用機で太平洋にあ

るインデペンデンスに向かって飛び立ちました。座席について４

点ベルトをさせられ（どこに向かっているのかと聞くと、それは教

えられないと言われました）。１時間ほどのフライトで空母が見え

てきました。近づくと艦載機が訓練をしていました。艦載機が

我々の飛行機の真横を爆音とともにすれ違います。そして我々

の軍用機が着艦するわけですが、空から見ると空母の小さいこ

と！！ 周りは果てしない海ですので、近くでは馬鹿でかい船です

が海の中では一点に過ぎません。そして着艦ですが、厚木飛行

場は２４００ｍあるので普通に離陸、着陸をしますが、３２６ｍの

空母にどのように着陸するのか？？ 直径７～８ｃｍのワイヤーが２

本横たわっており、飛行機の後方から出てくるフックにひっかけ

て止まります。２本のどちらにも引っかからなければ海の中で

す。身体には３Ｇの重力がかかります。それで、タッチ　アンド　

ゴーを練習します。そして無事一本目に引っかかり止まりました。

そして空母の進む方向に着陸をします。逆には着陸しません。

　飛行機を降りて艦内を案内され印象に残ったのは艦長室と病

院と飛行機の格納庫でした。艦長室は写真の通り建物の一番

てっぺんにあり、病院の中でも歯医者は毎日１００本ぐらい歯を抜

くようです。飛行機の格納庫は甲

板の真下にあり空母の前後に２台

づつ、４基のエレベーターがあり

そのエレベーターの速いことびっ

くりするほどの早さでした。有事

の際飛行機を出すのに時間をか

ける訳ありませんね。甲板でのＦ１４戦闘機戦闘機の離発着は騒

音も最大で圧巻でした。

　そして、艦長と食事をして記念写真を撮り空母を後にする訳

ですが、帰りが問題です。来た時と同じ軍用機で帰る訳ですが、

ジェット機でも私が乗ってきました軍用機でも、甲板で１００％の

推進力を出したまま、飛行機の後ろに壁を出し飛んで行かない

ようにロックして、前輪に飛行機を前に押し出すフックを取付け

一気に出て行きます。１秒間で１８０ｋｍ出ていないと海に墜落で

す。離陸の緊張の瞬間カメラを首に下げていましたが、進行方向

を背にすわっていますので、顔の目の前に上がっていました。同じ

ように身体には３Ｇかかります。３時間ぐらいのインデペンデン

ス滞在でしたが無事厚木米軍に帰りました。

　次にキティーホークですが、横須賀港から２時間かけ千葉沖ま

で行き、目的地に着くまでは甲板の下の広大な大きさの飛行機

の格納庫です。約８０００名がいたと思います。格納庫には１機も

戦闘機はなく全て厚木基地に入っていると言っていました。目的

地付近に近づくと、すでにいろいろな種類の飛行機を甲板に用

意してあり見学者の目の前から

次々に飛び立ち母艦の周りをい

ろいろな形でデモンストレーショ

ンを行い見学者を楽しませてい

ました。この集まりは海軍兵隊の

家族を招待するイベントでした。

　昼にはハンバーガーが出ましたが、味が今一で腹を下したこと

を思い出します。以上でＵＳＡの空母の話はおわります。長い間

有り難うございました。

本田・田辺

籾山・本田・田辺

空母の話


