
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しいの木」への寄贈品の贈呈式  

司会  幹事  塩川  彰 君  

挨拶      石田  江利子  青少年奉仕委員長  

贈呈      鈴木  啓央 会長  

ご挨拶     「しいの木」代表 見崎 聡  様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 時より「しいの木」様で寄贈式を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木 啓央 会長 

 

昭和２０年９月２７日のことです。 

陛下が一人の通訳だけを連れて、マッカーサーのもとを訪れ

ました。 

「ついに天皇をつかまえるべき時が来た」事前に連絡を受け

ていたマッカーサーは、二個師団の兵力の待機を命じました。  

すでにこの時点で、陛下をどのようにするのか、ＧＨＱの中

でも議論が交わされていました。方針は大きく分けて３つあり 

 

 

ました。 

１ 東京裁判に引き出し

て絞首刑に処する。  

２ 日本共産党をおだて

あげ、人民裁判の名のもとに

血祭りにあげる。  

３ Ｃｈｉｎａに亡命さ

せて秘密裏に殺害する。 

いずれにしても、陛下を亡

きものにすることが決めら

れていたのです。 

マッカーサーは、陛下が命乞いに来られるのだと思いました。 

ですから彼は、傲慢不遜にもマドロスパイプを口にくわえ、

ソファーから立とうともしませんでした。椅子に座って背もた

れに体を預け、足を組み、マドロスパイプを咥えた姿は、です

から陛下をあからさまに見下した態度であったわけです。その

マッカーサーに対し、陛下は直立不動の姿勢をとられ、国際儀

礼としてのご挨拶をしっかりとなさったうえで、このようにお

っしゃられました。 

「日本国天皇はこの私であります。戦争に関する一切の責任

はこの私にあります。私の命においてすべてが行なわれました

限り、日本にはただ一人の戦犯もおりません。絞首刑はもちろ

んのこと、いかなる極刑に処されても、いつでも応ずるだけの

覚悟があります」 

弱ったのは通訳でした。その通り訳していいのか？けれど陛

下は続けられました。「しかしながら、罪なき八〇〇〇万の国

民が住むに家なく、着るに衣なく、食べるに食なき姿において、

まさに深憂に耐えんものがあります。温かき閣下のご配慮を持

ちまして、国民たちの衣食住の点のみにご高配を賜りますよう

に」マッカーサーは驚きました。世界中、どこの国の君主でも、

自分が助かりたいがために、平気で国民を見捨てて命乞いをし、

その国から逃げてしまうのが、いわば常識なのです。 

ところが陛下は、やれ軍閥が悪い、やれ財閥が悪いという当

時のご時勢下にあって、「一切の責任はこの私にあります、絞

首刑はもちろんのこと、いかなる極刑に処せられても」と淡々

として申されたのです。 

マッカーサーは、咥えていたマドロスパイプを、机に置きま

した。そして椅子から立ち上がりました。そして陛下に近づく

と、今度は陛下を抱くようにして座らせました。部下に、「陛

下は興奮しておいでのようだから、おコーヒーをさしあげるよ

うに」と命じました。  
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司会  塩川 彰 幹事 

ソングリーダー 親睦活動委員会 坂本 繁 君 ♪奉仕の理想 ♪村祭り 

4 つのテスト 職業奉仕委員会 近藤 吉典 君 

ゲスト 一般社団法人てらこや千聚  村井 チアキ  様 



マッカーサーは今度はまるで一臣下のように掛けていただ

いた陛下の前に立ち、そこで直立不動の姿勢をとりました。「天

皇とはこのようなものでありましたか！ 天皇とはこのよう

なものでありましたか！」 

彼は、二度、この言葉を繰り返したそうです。そして、「私

も、日本人に生まれたかったです。 陛下、ご不自由でござい

ましょう。私に出来ますることがあれば、何なりとお申しつけ

下さい」と言いました。 

陛下も、立ち上がられました。そして涙をポロポロと流しな

がら、「命をかけて、閣下のお袖にすがっております。この私

に何の望みがありましょうか。重ねて国民の衣食住の点のみに

ご高配を賜りますように」と仰ったのです。  

そののちマッカーサーは、陛下を玄関まで伴い、自分の手で

車の扉を開け、陛下をお見送りしました。そして、あわてて階

段を駆け上がると、これまでのＧＨＱの方針を１８０度変更す

るあらたな命令を下しています。 

 

 

塩川 彰 幹事 

 

①11 月例会プログラムが承認されました。 

皆様に配布しましたので確認下さい。 

②藤枝 MYFC 冬期ホームゲーム観戦がメークアップ対象 

となりました。地域密着の文化をロータリアンで応援 

しようとの趣旨ですその他報告で見原健司 君から案 

内があります。 

③11月 4日開催の地区大会は南クラブとバスで行くこと 

になりました。次回案内を渡します。 

 

 

塩川 彰 幹事 

 

昨日事務局の複合機が新調されました。南クラブとは共有でな

くなりました。番号は変わりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

公共イメージ向上委員会 芳村 正樹 委員長 

先週の 29 日の日曜日に開催しました「エンドポリオキャンペーン活

動」に多数の会員のご参加ありがとうございました。今回も焼津南Ｒ

Ｃさんとの共同イベントということで、活動による募金額は 42,360

円にのぼりました。こちらは地区の方に振り込ませていただきます。

ありがとうございました。 

青少年奉仕委員会 石田 江利子 委員長 

本日 16 時より「しいの木」様方で会長、幹事、委員のメンバーにて

贈呈式を行います。 

社会奉仕委員会 金丸 好孝 委員長 

10 月 20日 10時より焼津市総合福祉会館で「ふれあい広場」が開催さ

れます。焼津南ロータリークラブさんと合同でポニー乗馬体験を担当

します。皆様のご出席宜しくお願いします。尚、合同事業ということ

で、地区補助金対象事業となりました。 

 
 

 

 

藤枝 MYFC ゲーム観戦について 見原 健司 君 

、11 月 17 日（日）13 時キックオフ VS セレッソ大阪 U-23 と 11 月

23 日（土・祝）13 時キックオフ VS ブラウブリッツ秋田よりお選び

ください。ご来場がメークアップの対象となりますが、2 試合きてい

ただいてもメークアップは 1日のみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊嶋  孝一  君 

入会記念日 
福﨑 正展 君(H24.10.4) 

坂本 繁 君(H30.10.4) 

柴田 英典 君(H29.10.5) 

大石 博之 君(H17.10.6) 

岡村 延昌 君(H16.10.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

山竹 葉子 君 

 

多々良 匡 君 

焼津市立病院において、今年 7 月導入の最新型ロボットダビン

チ治療により「前立腺ガン」の除去手術を行いました。きれい

に全摘出が出来、今はスッキリしています。手術後 9 日経ちま

すが、これからボチボチ回復につとめてまいります。 

水野康男 深沢英雄 君 

9/29 に開催されたオータムフェスタ in やいづ 2019 は雨模様

の天気予報をくつがえし暑い一日となり、盛況のうちに幕を閉

じました。これも皆様の好意と友情のおかげだと実感しており

ます。本当にありがとうございました。 

 

坂本 繁 君 

仲野和則君、大石訓永君に種と苗を頂き、朝顔栽培にチャレン

ジしました。長雨にたたられ、40 鉢中 7 鉢しか芽を出すこと

が出来ませんでしたが、7～8 月にかけ、その 7 鉢が赤、白、

紫、ピンクと色鮮やかに開花しました。85 歳になる母親が毎



朝「朝顔さん、今日も咲いてくれてありがとう。今日も咲いた

よー！」と満面の笑みで私に開花状況を報告してくれました。

朝顔は、きれいな花を咲かせてくれただけでなく、我が家にも

会話の花を咲かせてくれました。来年は先輩諸氏のアドバイス

を頂きながら手のひらサイズの大輪を目指す事を祈念し、スマ

イルします。 

鈴木 啓央 君 

9 月 29 日焼津天満宮書道展の表彰式があり、総出品数 247 点

の中から 93 人が入賞し、内 11 人に焼津ロータリークラブ賞を

贈呈させていただきました。毎年、当クラブからご協賛を頂き、

多くの子供達の励みとなっている事を改めて御礼申し上げま

す。 

芳村 正樹 君 

日曜日、エンドポリオキャンペーンの多数の会員のご参加あり

がとうございました。ここまで土日に開催予定だったイベント

がことごとく、中止になっておりましたが、朝になり雨から曇

りそして快晴となり、無事にイベントも開催され、お昼までに

ポケットティッシュを配り終える事ができました。わたくし芳

村の日々の超真面目な行動がよかったことと、イベント実行委

員の深沢さんの日々の夜の活発な活動のおかげです。ありがと

うございました。スマイルします。 

 

 

 

 

 

 

演題「おとなの色遊び」  

卓話者  一般社団法人てらこや千聚  

 村井  チアキ 様  

 

色を楽しもう！ということで色に関連した卓話を頂

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員数 出席数 出席率 

9月19日 

M-UP 

確定 

出席率 

10月 3日 
55 

(55) 
39名 70.91% 0名 70.91% 

 

 

 

 

ありません 


