
RI会長代理の派遣につ

いて後藤定毅会員より

説明をお願いします。

後藤 定毅 会員

今年の1月29日にRI本

部から、ゲーリー・C.K．ホァ

ン会長の名前で第3630
地区に会長代理として行って欲しい旨の文書が届

きました。突然のことでもあり、先輩PGも大勢おら

れますし、自分は適任でないのでお断りしようと思

いまして、元RI理事や先輩に相談しましたところ、今

まで断った人はいないし、大変名誉なことなので受

けなければと諭されまして、1ｹ月後の去る2月末にR
Iと地区に受託の返事をいたしました。

たまたま以前ホァン会長がロータリー研究会で日

本に見えた時、エイド役をして顔見知りであったこと、

あるいは自分のガバナーの時に、D.K．リー元RI会長

が、会長代理として見えたのですが、その時にもら

い泣きをしてしまったCryingガバナーとして、氏の記
憶に残されてしまったことなどの経過と、基本的に

はこの推薦をRI会長から頼まれるのは地区の元RI

理事の方々ですから、私にということになったのだ

ろうと思います。

今回のことは直接クラブとは関係ありませんが、

自分もお引受をした以上は、4/24、25の両日、その

任に恥じないよう努めてまいる所存ですので、皆様

には引続きご指導ご支援をお願いいたします。

大和私立下福田中学校

校 長 萩野谷洋一 様

青少年育成基金の運用

についての報告

お祝いの方々

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

会員誕生日 番 桂柳 君 3月31日
配偶者誕生日 阿萬 真美子 夫人 3月27日

結婚記念日 神作 彰 君 3月31日

創業記念日 番 桂柳 君 4月1日

藤田 重成 君 4月1日

梅田 秀雄 君 4月1日

岸 幸博 君 4月1日
山崎 賢二 君 4月1日

青柳 文四郎 君 4月1日

入会記念日 小栁 智裕 君 3月28日

辻 彰彦 君 4月1日
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【 本日のプログラム 】 4月2日 卓話 「私の履歴書」 後藤 定毅 会員
【 次回予告 】 4月9日 卓話 「フランスから独立して～トーゴ共和国～」 トーゴ共和国大使館臨時代理大使

スティーブ・アレワビア・デラリ・アクレソ・ボジョナ 氏

【 第175７例会 】 平成27年3月26日（木） 【 司会SAA 】 中島 康次郎 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 橋本 吉宣 君
【 ゲスト 】 二松学舎大学 高野 和基 先生、下福田中学校 校長 萩野谷洋一 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 8名(敬称略)

44名 28名 77.78% 72.22% 11名 荒井、原嶋、引田、神作、岸、小松、苗加、梅野

1762号

会長の時間 山崎 賢二 会長

委 員 会 報 告



大和の埋もれた昭和史 その3

「ファチマの聖母少年の町と大和

～ボーイズタウンの子どもたち」

二松学舎大学 髙野 和基 先生

・「混血児」という言葉の時
代性（敗戦後に日本女性
と外国兵士との間に生ま
れた子どもたち、占領終
結にともない1950年代
初頭に注目された）

・「混血児」の数…不明20
万、15万、10万など。28
年＝5,013人（厚生省・助
産婦など）、3,490人（厚
生省・民生委員）、396人（文部省・就学者数）、根岸外
国人墓地（乳児）・神奈川県の状況（就学者111人）
（全国一）

「少年の町」の概要
○背景
１、エリザベス・サンダーホームと沢田美喜 23年2月開設
（同「混血児の母」53.3刊、小坂井澄「これはあなたの
母」'82）

2.聖母愛児園 山手町の病院前に置き捨てられる、警察、
病院などから～横浜一般病院内での世話⇒21年9月
乳児院として開設（22年＝136、23年＝243、24年＝23
3）25年養護施設となる（平均120～150人収容、他は
他施設または養子など）

○設置の経緯（29.6～7）
1.昭和28年（1953）＝就学年齢（元街小学校）、男児の

教育問題（女子修道会）⇒カトリック横浜司教区（荒井
勝三郎司教）、教皇や信者の寄付による土地取得

2.「南林間駅西側、座間市境。カトリック大和教会・スミレ
幼稚園付近。」総面積8,213坪（建物350坪、運動場、
蔬菜養畜農場など）

3.地元住民の反対運動（大和町混血児収容施設設置
対策委員会、地元自治会） 29.6.10反対署名4,019
名（混血孤児の収容、養育等については広く諸外国で
⇒設置反対）

・7.2条件付設置容認（諸外国の理解ある愛の手に委ね
る、就学児のみ収容、元街小への通学

4.開宴（46） 30.3聖母愛児園の分園「ファチマの聖母
少年の町」開設（収容1年18人、2年16人）～39児童
受入停止 ～44.9大和市公共土地公社へ（松風園）

○子どもたちの生活
1.施設の概要
2.収容された子どもたち
・のべ93人（最大60余人）、閉園時で、社会人29、高校2、
中学9、小学1、養子縁組52

3.生活
薪割り、食卓の準備、食器洗い、散歩
・6：30起床（7時までに身支度および寝室の整理）
7：00朝食 7：30登校（元街小学校までバス通学）
15：00帰宅、おやつ 16：00お遊び 17：30お風呂
（週2回） 18：00夕食 18：30～20：00復習
20：00就寝～35.4 南林間小学校へ通学開始

4.たずさわった人々
・「キリスト教教育修士会」、「お告げのフランシスコ姉妹
会（童貞様）朝6時から夜8時までの労働

・米軍基地関係（横田、座間、横須賀。クリスマス、食事、
プレゼント、ホームステイ、ペンキ塗りかえ、プール建設（3
4年）

・ボランティア 「蕗の会」、「少年の町後援会」
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卓 話

山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事
二松学舎高野和基先生、ようこそいらっしゃいませ。

大和の埋もれた昭和史「ボーイズタウンから巣立った
混血児たちファチマの聖母少年の町」卓話楽しみにし
ています。どうぞ宜しくお願い致します。下福田小学校
萩野谷校長先生、お久しぶりです。本日はわざわざお
出で頂き、ありがとうございます。
入江 公敏 君

高野先生、ようこそお出で頂きました。本日の卓話、
宜しくお願い致します。
橋本 日吉 君（会長エレクト）

今週土曜日、第1回期前（次年度）理事会を北京飯
店にて18時30分より開催します。また、4/19（日）12
時より、地区協議会が開催されます。各担当委員長・
担当理事の方、ご出席宜しくお願い致します。
橋本 日吉 君

入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。今
年3月で14年目に入りました。今後とも、ご指導の程
宜しくお願い致します。
番 桂柳 君
①誕生日を祝って戴き、ありがとうございます。晩期高
齢者です。あと何年お仲間に入れてもらえますか？

②創業日を祝って戴き、御礼申します。但し診療所を

閉10年に成ります。
青柳 文四郎 君
創業記念日のお祝いをして頂き、ありがとうござい

ます。
阿萬 正巳 君
今朝、妻の誕生日のお祝いの花が届きました。妻も

喜んで久しぶりに笑顔で家を送り出してもらえました。
ありがとうございます。
梅田 秀雄 君
創業日を祝って頂きありがとうございます。今年で4

5年になります。
中島 康次郎 君
野口さん、この度は中島が商店会長をしております。

すずらん通り商店街の街路灯補修工事、誠にありがと
うございました。アフターケアーも宜しくお願いします。
橋本 吉宣 君
昨日、4クラブ合同ゴルフコンペに参加された皆様、

お疲れ様でした。残念ながら当クラブは表彰台に登れ
ませんでしたが、次回は頑張りましょう。野口さんご馳
走様でした。
辻 彰彦 君
入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。

スマイルボックス 藤塚 勝明 副委員長 本日 \13,000 累計 \541,900


