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米山奨学生

曹 旭発（ソウキョクハツ）様

板倉 孝雄 会員

春 うらら！

ちょっと忙しく。

これからも元気でガンバリマス！

宮間 文夫 会長

皆さんこんにちは！ 今朝は穏やかな晴天でありましたね！

こんな日は、身も心も軽やかです。

先週は、I.M.お疲れ様でした。ジャヤワルダナ大統領は、素晴らしい

方です。大網ロータリークラブは、鎌倉、大仏殿高徳院の顕彰碑には

参っておりましたので、当日ご講演をいただいた 千葉コスモス奨学金

副代表の野口芳宣さんが、知っている人は少ないと思います。とおっ

しゃった時、心の中で誇りに思いました。

日本が今の自由で平和な生活が出来るのも、大統領がサンフランシスコ講和会議で勇気ある演説をしていた

だいたからです。それなのに、現代社会において、子供を虐待し、死亡させるという事が報道されています。

どのような事情があったのかはもちろん知る由もありませんが、子供を、母親が、社会が、守ってあげれなかった

事が悲しい、悔しい、情けない思いです。 子供が助けて！ と訴えているのに。

本日は、髙中洋様より卓話を頂けるという事です。どうぞよろしくお願いします。

それでは会員の皆様におかれましては、ご自愛下さいますように！ ありがとうございました。

髙中 洋 様

昭和は遠くなりにけり

今回でもう４度目ということで本当に恐縮しています。

今日は、あと６９日で平成が終わるということで、平成の思い出では

なく、我々が生まれ育った昭和を速足で思い出したいと思います。

平成２８年１０月の国勢調査の数値は、日本の総人口は１億２千６９

３万３千人。日本人の人口は１億２千５０２万人、１９１万３千人の

外国籍の人が日本に住んでいます。

この国調の日本人人口のうち、９千２１０万人が昭和生まれの人達、

７３.７％、４人に３人が昭和生まれ。

平成生まれは、３千１０１万人で２４.８％、明治、大正生まれは、１９１万人、１.５％の割合です。

○ 昭和元年、１９２６年、大正１５年１２月２５日大正天皇が４８歳で崩御されました。

同日に新年号「昭和」が発表されたが、本当は「光文」と決まったものの、発表前に東京日日新聞（毎日新

聞の前身）が「新元号は光文である。」と号外を出したため、急遽、「昭和」に切り替えられたと言われ、こ

の時の報道は、「昭和の大誤報」と言われいます。

昭和元年は、７日間しかなかった。因みに、１９８９年、昭和６４年１月７日昭和天皇が崩御され、翌８日

に「平成」と改元された。昭和６４年も７日間しかなかった。

○ この年の物価は、天丼６０銭、ライスカレー１０銭、そば１０銭、コロッケ２銭、コーヒー１０銭、牛

乳６銭、はがき１銭５厘、サラリーマン大卒（早慶）初任給８０円、中卒３５円。

○ 昭和初期

神奈川県大船の食用ガエル養殖業者が、アメリカのニューオリンズから生きたザリガニを食用ガエルの餌用

に持ち込む。その後、逃げ出したザリガニがあっという間に日本全国に繁殖した。

その持ち込んだ日、５月１２日を「ザリガニの日」という。

○ 昭和初期の海外の出来事

・1931年、昭和6年9月。満州事変勃発。日本陸軍（関東軍）が満州のほぼ全域を占領。

例会日 2月20日 2月6日

会員数 30 30

出 席 16 20

欠 席 14 10

ＭＵ 0 0

免 除 1 0

出席率 56.67 66.67
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ガバナー事務所より

大網ＲＣ 3月例会予定

地区研修・協議会開催

２０１９年３月のロータリーレートを

お知らせいたします。

２０１９年３月のロータリーレート

１ドル＝１１０円

日 時 ： 2019年4月20日（土）

登録開始 ：9：00～

点 鐘 ：10：00～

場 所 ：アパホテル＆リゾート東京

ベイ幕張 幕張ホール

千葉市美浜区ひび野2-3

TEL：043-296-111２(代表)

各部会開催：会長部会 ／ 幹事部会 ／

研修部会（理念・研修・ＲＬＩ）

管理運営（会員増強・維持拡大、フェロ

ーシップ・親睦活動、広報・公共イメー

ジ向上）奉仕プロジェクト(社会、職業、

国際、青少年奉仕)

青少年育成(インターアクト、ローター

アクト、青少年交換、ＲＹＬＡ、)

ロータリー財団 ／ 米山記念奨学 ／以

上 8部会

該当者（敬称略）矢部、星野、長谷川、

小髙、吉原、石田、堀本、清宮（満）、

髙山、斉藤（幸）、宮間、佐藤

※本日2月27日（水）より出欠を取ら

せて頂きます。

①３月 ６日（水） → 通常例会

理事会 於大網ＲＣ事務所 10：30

＜プログラム＞

1.奨学金授与式 ナディーシャさん

2.誕生祝 佐久間猛会員、高野祐二会員

大塚 和良 会員

3.卓話 米山奨学生 ナディーシャさん

②３月 １３日（水）→ 通常例会

卓話者 吉井 様

③３月 ２０日（水）→ 通常例会

卓話者 板倉 孝雄 会員

④３月 ２７日（水）→ 花見移動例会

翌年、満州国を建国。→日本が国際的に孤立するきっかけとなる。

＊日本では、「少年倶楽部」で「のらくろ」連載

・1933年、昭和8年1月。ドイツのヒトラーが首相に就任。ナチス政権。

3月、ルーズベルトがアメリカ大統領に就任。

ドイツが国際連盟脱退。次いで日本が国際連盟脱退（これで軍備増強専念が可能に）

12月、皇太子（現今上天皇）誕生

この年、日本はヨーヨーが大ブーム、東京音頭が大ヒット

○ 国内外では

・1936年、昭和11年2月26日。「昭和維新」を掲げた皇道派21人の青年将校が1438人の兵を率いて起こ

したクーデター未遂事件。首相官邸、内大臣、大蔵大臣私邸などを襲撃。

＊8月、ベルリンオリンピック開催。日本は179人の選手団が参加。金6、銀4、銅10個。

前畑秀子、200m平泳ぎ、金メダル「前畑ガンバレ、前畑ガンバレ」のラジオ実況。

このオリンピックはヒトラーが聖火リレーを発案し実際行われた。これ以外にも多彩な演出。

・1937年、昭和12年

日中戦争（支那事変）勃発 この間、ナチスドイツもアチコチ攻めている。

日独伊三国防共協定

・1939年、昭和14年9月。第二次世界大戦勃発。英・仏など欧州各国がドイツに宣戦布告。

日本は、この大戦に不介入を表明。

・1940年、昭和15年、日独伊三国同盟

＊この年は、皇紀2600年。西暦プラス660年。（神武天皇の即位の年、紀元前660年）

各地で記念式典開催。

この年に登場した零式艦上戦闘機（零戦、ゼロ戦）は、皇紀2600年の零を記したもの。

・1941年、昭和16年12月。日本軍、真珠湾攻撃。対米英に宣戦布告。太平洋戦争開戦。

中国（中華民国）が日独伊に宣戦布告。

日本、日中戦争も含めて、戦争名称を「大東亜戦争」と決定。

1945年、昭和20年8月15日。終戦

○ 戦後の日本

・1947年、昭和22年から24年、第一次ベビーブーム。毎年250万人を超える。

3年間を合計すると約800万人の出生数。Ｈ28の国調＝3年で636万人。

＊先週亡くなった堺屋太一さんが名付けた「団塊の世代」

因みに、第二次ベビーブームは1971年、昭和46年から昭和49年までの出生数

毎年200万人を超える。昭和48年209万人がピーク。「団塊ジュニア」

・1948年、昭和23年。美空ひばりが10歳でデビュー。

・1950年、昭和25年。1000円札発行（聖徳太子の肖像）

・1952年、昭和27年。手塚治虫の「鉄腕アトム」が雑誌「少年」に連載開始

ＮＨＫラジオ「君の名は」放送開始。銭湯の女湯がからっぽに

＊流行歌：テネシー・ワルツ（江利チエミ）りんご追分（美空ひばり）

・1954年、昭和29年。青函連絡船「洞爺丸」が台風15号の影響で沈没。死者・行方不明1,155人。

のちに、これを取り入れた映画「飢餓海峡」上映

○ 復興する日本

・1956年、昭和31年。人気漫画のベスト３「サザエさん」「イガグリ君」「轟先生」が新聞に。

石原裕次郎、日活映画「太陽の季節」でデビュー。前年に兄慎太郎が小説発表。

＊ＴＶ番組：チロリン村とクルミの木、スーパーマン、名犬リンチンチン、お笑い3人組

・1958年、昭和33年。巨人軍の長嶋、四連続三振で公式戦デビュー

●このころの漫画本（月刊誌）

少年 ：少年探偵団、鉄腕アトム、鉄人28号、矢車剣之助

少年画報：まぼろし探偵、赤胴鈴之助、ビリーパック、白馬童子

ぼくら ：少年ジェット、狼少年ケン

少年ブック、冒険王、少年クラブ（月光仮面）、日の丸（ベビーテック）

●子供の遊び めんこ、ビー玉、ベーゴマ この遊びは大正時代からあった。息の長い遊び道具

・1964年、昭和39年。東京オリンピック開幕

水泳：ドン・ショランダー、陸上100m：ボブ・ヘイズ、体操女子：チャスラフスカ、柔道：ヘーシンク、

マラソン：アベベ 日本：円谷、東洋の魔女

戦後復興の証（インフラ整備も急加速）首都高、新幹線

＊来年、56年ぶりに東京五輪開催

・1970年、昭和45年。日本万国博覧会大阪で開催（2025年に大阪万博予定、55年ぶり）

赤軍派、日航よど号ハイジャック（山村新次郎議員が身代わり人質に）

三島由紀夫と盾の会、自衛隊東京市ヶ谷駐屯地に乱入、割腹自殺

・1972年、昭和47年。あさま山荘事件（連合赤軍5人が立てこも

り）その後、妙義山中でリンチが発覚、総括され殺害、12人の遺

体発見、怖い永田洋子

田中角栄首相に就任（第一次田中内閣）

・1976年、昭和51年。ロッキード事件発生（若狭全日空社長、桧

山丸紅前会長逮捕、そしていよいよ田中角栄前首相逮捕）

終わりに 昨年の秋、今年の皇室カレンダーが制作されたが、5・6

月の皇太子ご夫妻の写真の下に、天皇・皇后両陛下と書かれている。

又、年号は「新元号元年」と表記されている。


