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●本日の司会       （岩本 勝宏副 SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （今藤 貫徳会長） 
 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 
 

●本日のお客様 
 

東京昭島ロータリークラブ 森島 徳幸様 
 

あだち動物病院 院長 足立 直隆様 
 

郷土史研究家  三村 章様 
 

●会務報告         （今藤 貫徳会長） 

 

今週の日曜、月曜で、ゴルフ部

会の親睦ゴルフコンペに 1泊旅行

で行ってまいりました。何故かい

つも記憶の無くなる方が 1人は出

てくるのですが、とても楽しい旅

行になりました。岡野景子会員の

ご実家がある銚子のホテルを手

配していただき、天気も良く、よ

かったと思います。バスは、前澤会員に手配していただき、

帰りは少し混みましたが、8 時過ぎには到着しました。 

後日、須田会員よりご報告があると思いますが、「海外

に子ども用車椅子を送る会」より、フィリピンに車椅子が

無事到着したとのお知らせがメール便で届きました。皆

様、ご協力ありがとうございました。 

今年度の多摩川クリーン作戦は 4 月 10 日（日）を予定

しております。8 時 15 分にくじら公園駐車場入口に集合

になります。雨天の場合は、4 月 17 日（日）に延期とな

ります。 

今年度はマイロータリーにクラブの 50パーセント以上

の会員が登録することとなっております。期日が今月い

っぱいとなっておりますので、ご協力のほど、よろしくお

願いいたします。 
 

●幹事報告         （渡邉 信義幹事） 

 

 地区より、「2015-16 年度・RLI 卒

後コース研修開催のご案内」が届

いております。原則として RLI パ

ート 1～3 の受講を修了された方

を対象にしておりますが、RLI に

関心のある方であればどなたで

も受講できます。 
 

日時 2016 年 5 月 22 日（日）14：00～17：00 

会場 国立オリンピック記念青少年総合センター 
 
 

●卓話 「昭島市の郷土史あれこれ」 

郷土史研究家 三村 章様  
 

※講師紹介 浅見 勇会員 
 

本日の講師の三村様は、昭和 25

年に岡山県にお生まれになり、昭

島市役所に入られて、長らく昭島

市役所で活躍なさいました。その

間、環境部長などの役職を歴任さ

れました。 

現在、退職をされておりますが、

昭島市の歴史等を研究されてお

ります。特に明治以降の近代史を研究され、青梅鉄道の歴

史についての本などもお出しになっています。 
 

※卓話 
 

皆さん、こんばんは。今日は、

浅見さんより是非に、という強い

要望がありまして、お話をさせて

いただきます。 

私は、先程のご紹介にもありま

したように、昭島生まれではござ

いません。岡山県で生まれまして、

縁あって東京に出てきて、昭島市

役所に長らくお世話になりました。おそらく、こちらにお

集まりの皆さんの多くは、地元でお生まれになって、長年

昭島でご活躍をなさってきた方々だと思います。その中

で、私のような者が昭島の歴史を語るのは、おこがましい

のですが、私なりに色々な資料を見て、勉強をしてきたつ

もりです。 
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今日は限られた時間でもございますので、全体を通し

てお話をしようと思い、「昭島重大ニュース」ということ

で資料をお配りしました。こちらをもとにお話しをさせ

ていただきます。 
 
 

「昭島重大ニュース」 
 

① 明治 27.11.19 青梅鉄道開業 

（立川・青梅間 18.5km。拝島駅開設） 
 

② 明治 31 西川製糸が器械製糸を始める 

（西川伊左衛門。東京では片倉製糸と並ぶ） 
 

③ 大正 5.1.1 拝島村に電灯がひかれる 

（京王電気軌道。動力革命） 
 

④ 昭和 15.4.1 陸軍航空工廠設置 

（陸軍唯一の航空機製造。八清住宅） 
 

⑤ 昭和 12.6.5 昭和飛行機設立 

（海軍協力工場。DC-3。昭和前駅誘致） 
 

⑥ 昭和 20.4.4 昭島最大の空襲 

（B29 爆弾。中神・拝島で死者 20 名） 
 

⑦ 昭和 20.8.24 八高線多摩川鉄橋列車正面衝突事故 

（終戦直後。史上最多の犠牲者 105 人以上。鉄道事故と

しても稀有な事故） 
 

⑧ 昭和 29.5.1 市制施行「昭島市」誕生 

（昭和町と拝島村が合併、東京では 7 番目） 
 

⑨ 昭和 30.3.12 拝島橋開通 

（誘致競争、戦争で中断） 
 

⑩ 昭和 36.8.20 アキシマクジラ化石発見 

（田島政人。500 万年前⇒160 万年前。全骨格 18m） 
 

⑪ 昭和 43.3.24 航空機騒音による集団移転始まる 

（横田基地騒音。500 戸以上。東ノ岡団地） 
 

⑫ 昭和 58.10.26 国営昭和記念公園開園 

（立川飛行場・立川基地跡地） 
 

⑬ 昭和 62.4.9 人口 10 万人 

（多摩地区で 15 番目） 
 

皆さん、お気づきだと思いますが、平成以降はカウント

しておりません。おそらく、私が関心を持たないこれ以外

のことも当然ございます。独断と偏見で選びました。今回

は重大ニュースでしたが、10 大ニュースもいつかはやり

たいと思っています。皆さんも宿題として、自分なりに考

えていただければ、幸いです。 
 

※謝辞 渡邉 信義会長エレクト 
 

本日は、ありがとうございました。明治以降の 130 年

くらいを 25 分でお話いただきました。私が昭島に来たの

が昭和 35 年ですので、もう 57 年になります。会社の窓

から、青梅線を通る SL の煙を見ていたのを懐かしく思い

出しました。 

●ニコニコ BOX発表   （指田 裕士親睦委員） 
 
 

 
 
 

◎今藤会長 

ゴルフ部会、楽しい時間でした。皆さん、どうもありがと

うございました。 
 

○渡邉幹事 

三村先生、本日の卓話ありがとうございました。 
 

・伊藤会員 

三村様、本日の卓話ありがとうございました。 
 

・岡野景子会員 

ゴルフ部会の皆様、大変お世話になりました。ありがとう

ございました。楽しかったです。 
 

・山中会員 

先日のゴルフ一泊旅行、岡野さん、若杉さん、鈴木さんあ

りがとうございました。岡野さんのゴルフデビューを祝

して 
 
 

●出席報告      （曳地 義正出席委員長） 
 
 

 

会員数  47 名 

出席義務会員  45 名 

本日の出席  29 名 

（メイクによる出席者数を除く） 
 
 

 
 

●次週例会予定  （浅見 勇プログラム委員長） 
 
 

 

4 月 6 日（水） 
 

「PETS について」 

渡邉信義会長エレクト 
 
 
 

 
 

●閉会点鐘         （今藤 貫徳会長）

 


