第２７回例会記録(通算第 2555 回)
平成 25（2013）年２月２５日
楽しくて為になる、阿蘇広域消防本部 薄井さんの卓話でした！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

来訪者紹介
薄井良文様 （阿蘇広域消防本部）

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

3/8・9 国際ロータリー第 2720 地区
地区大会＠大分市
3/16・17会長エレクト研修セミナー＠人吉

4.会員卓話 今村浩昭君

会長報告（浅山弘康君）
先日、熊本県経営者協会のセミナーを開催いたしました

この様に「熊本の女性は頑張っています」が、南ロータリ
ークラブには女性会員はいません。私見ですが、女性会

が、興味を引く話がありましたのでご紹介申し上げます。ま

員を考える時期にきているのではと感じた次第です。

ず結論から申し上げますと「熊本の女性は頑張っている」と

以上、会長報告といたします。

いうことです。
・女性労働力率（労働力人口/労働力人口＋非労働力人
口）で全国平均を熊本県が上回っている。
・女性経営者比率も約 11％で、全国の中でも 7、8 位の位
置にある。
・出生率も熊本は 1.62 と、全国平均の 1.39 を上回ってい

幹事報告（漆島典和君）
１．佐伯RCより将棋愛好家名簿作成の案内
２．国際RC第2720地区2012～2013年度 第２回ｸﾗﾌﾞ研修
リーダー育成ｾﾐﾅｰの修了証が届いております。

る。
・熊本の女性は働きながら子供を出産している。
出席報告（現王園敏伸君）
熊本の場合、この様に女性が働いて出産できるのは、子
供の面倒をみてもらえる祖父、祖母が近くにいる環境がま
だ維持されているのが大きな要因ではないかということでし
た。しかし、将来は核家族化がより進むことは間違いないこ
とです。そのような環境になっても、女性が働ける環境（保
育園等）整備が早急に必要と思われます。
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例会変更のお知らせ

第２回クラブﾞ研修リーダー育成セミナー報告 （寿崎肇君）
2013 年 2 月 16 日～17 日大分県労働福祉会館

○東南 RC～定款に基づき休会

翌２月１８日の例会は東京での第 8 回商業界ゼミナール出

[変更前] ３月6日（水）１２：３０～

席の為例会は欠席させて頂き、その報告を今日させて頂き

○中央 RC～定款に基づき休会

ます。クラブ研修リーダー育成セミナーには喜讀会員が出席

[変更前] ３月８日（金）１８：３０～

され報告があったものと思います。重なる事もあるかと思いま

[場 所] ニュースカイホテル

すがお許し下さい。共に出席をいたしました喜讀会員こそク
ラブ研修リーダーとしては最適任ではなかろうかと思います。

○熊本北 RC～台北羅馬 RC との姉妹クラブ締結記念例会

地区研修リーダーは木下光一パストガバナー第３ゾーンは

の為日時変更

RI 理事エレクトの杉谷パストガバナー。熊本南 RC の中に先

[変更前] ３月７日（木）１２：３０～

輩方で適任者の研修リーダーは沢山います。21 世紀に入り

[変更後] ３月８日（金）１５：００～

RI は新しい戦略計画など RI の方向が決まって動き始めまし

[場 所] 杉乃井ホテル

た。ロータリーで功なり名を遂げた大先輩の方々より、若くフ
レッシュな喜讀会員にクラブ研修リーダーをお任せいただき

○０５福祉 RC～運動公園清掃の為時間変更

たいのです。

[変更前] ３月１２日（火）１２：３０～

○岡村泰岳ガバナーのお話 ロータリーは２月２３日で 108

[変更後] ３月１２日（火） 6：３０～

才（ヘビ年生まれ）です。本日ご参加の皆様はクラブを代表

[場 所] 県民総合運動公園

するクラブ研修リーダーです。多くの知識を吸収し、よく話し
合いを行い、クラブのトップリーダーとして元気なクラブ作り

○０５福祉 RC～親睦会の為日時変更

に本日のセミナーを役立たせて下さい。とのご挨拶がありま

[変更前] ３月２６日（火）１２：３０～

した。

[変更後] ３月３０日（土）１２：００～

○講演をなさった本田光曠 PG のお話（別紙参照） 本田 PG

[場 所] 寺田邸

は熊本城稲荷神社の宮司様。最初の「人が集まる九条」これ
は活力あふれるロータリークラブの姿です。また、最後の「神
は努力する者に必ず報いる」これはロータリーの標語「最も
良く奉仕する者最も多く報いられる」神様のおっしゃることと

2/18 定例理事会報告（浅山弘康君）

ロータリーの教えは一緒です。研修リーダーと SAA の役目は

事務局員就業規則の件

同じだろうかとも思いました。SAA は私の若いころは鬼軍曹と

改定が必要な

も言われておりました。軍隊で将校を除くと最古参、最も軍

（1）賞与

隊のことについて詳しい人。研修リーダーはロータリーにつ

（2）退職金規定

いて生き字引とは申しませんが、新しいロータリーの新方針

の2点を、クラブの体力にあった内容に変更するよう改訂作

などの指導が主なる任務になるでしょう。喜讀会員こそ熊本

業中です。

南 RC の研修リーダーに最適のお方です。
「サインメーキャップ」の言葉が前から熊本南 RC にありま
す。メーキャップが出席扱いになる。ナゼ。どの RC でも会長
の時間から始まって順位は皆同じです。他クラブでの会長の

2013～2014 年度地区委員委嘱状授与（野口会長エレクト）

話も委員長報告に卓話は自分のクラブと違って勉強になりま

◇補助金委員会・グローバル補助金チーム委員

す。幹事報告が各クラブほとんど同じです。だからメーキャッ

◇国際奉仕委員会委員

プが出席になるのです。サインだけでは出席扱いは出来な

三角雄介君

いのが当然です。それを進める熊本南 RC なのです。風上に
おけない熊本南 RC となります。次の週にある各 RC 例会日
を知らせるだけ、それに例会変更のクラブも教えてあげること
です。変なお願いで申し訳ありません。
ワークショップは１２グループが各々で行い、その後代表
が発表し、最後に研修副委員長がまとめのお話をされまし
た。
初日のテーマは「ロータリーの目的と職業奉仕について」
でした。初日は各クラブの発表をお伺いして回りました。感じ
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たことは熊本南 RC の「本音で語る職業奉仕」は続けて頂くと

ちも一年で大きくなりビックリ、お米も４トン支援しました。

良いな。他 RC に無い魅力となると思いました。

初参加の坂本さん、塩井さんもご苦労様でした。

2 日目は姫路 RC 所属で RI 研修リーダーの三木明先生の

（参加者：坂本・塩井・今村・齊藤・野口・山内）

お話から始まりました。規定審議会のお話が主でした。ロー
タリーの友やガバナー月信に詳しくあります。２日目のワーク

○寿崎肇君

ショップのテーマは「会員増強と奉仕プロジェクトについて」

2 月 19 日から 21 日まで東京でありました第 81 回商業界

で１つのグループからお呼びがかかり、そこで勉強させても

ゼミナールに出席しました。聴講生約 800 名で計画通りで

らいました。クラブの中には１０人位で特別委員会を作り、毎

した。皆様に感謝申し上げます。

週例会後３０分くらいで増強策など話し合い、実行し、翌週

２２日と２３日の日赤での人間ドックを受診いたしました。特

発表のクラブが目につきました。私の番になり創立５０周年の

に問題はありませんでしたが改めて主治医の指導を受け

時、６０周年に１５０名の目標を立て、毎年の会長様はご苦労

なさいとのことで全書類を神谷先生に見ていただきます。

なさっています。今年の目標は７０名、今６２名と申し上げて

ありがとうございました。

おきました。ガバナーは元気のよいクラブを作ろうと言ってお
ります。研修リーダー育成セミナーの報告をクラブでして頂き

○井上雄一朗君 Ⅹ

たい。と。自慢話が多いほど元気が増します。

私事、一人での子育て＆経営に終止符を打ち、この度結

喜讀研修リーダーのもと元気で地区のお手本になる熊本

婚することになりました。ここまでは前回のスマイルで予想

南 RC を作ろうではありませんか。これで第２回クラブ研修リ

された方も多々居られたかと思いますが、これからが【電

ーダー育成セミナーの報告を終わります。ありがとうございま

撃発表】です。実は一昨日の２３日、ここ日航ホテル弁慶

した。

にて結納を済ませました。またお相手はここ日航ホテルの
社員さんです。何から何まで田川社長にご迷惑おかけし
ています。式は７月に当然ここ日航で執り行う予定です。
また、本日は今から出張なので早退させて頂きます。申し

委員会報告

訳ありません。

●国際奉仕委員会（今村浩昭君）
タイプロジェクト訪問報告

○久峨章義君・齊藤直信君・後藤博君・原裕一君・倉崎保

（次回例会卓話で詳細報告します）

広君・井上雅文君・三角雄介君・丸山浩之君・喜讀宣友
君

●親睦活動委員会（三角雄介君）

井上会員の御婚約おめでとうございます！

４/８花見の会のご案内

末永くお幸せに！家庭円満でね。
○吉原コウイチ君

●スマイルボックス（坂本研一君）

テーブルにフライヤーをお配りしました。明日より東日本
大震災被災地の子どもたちが描いた絵をプロのデザイナ

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君

ーがデザインした「やさしいハンカチ展」を開催します。益

タイプロジェクトにご参加の会員様、無事ご帰還おめでとう

金は全て被災地の小学校へ還元し使い道は子どもたちが

ございます。お疲れ様でした。また、本日の卓話者、薄井

考えます。銀座通りの崇城大学ギャラリーの近くへお越し

良文様に心から感謝します。

の際は是非のぞいてみて下さい。
（販売は今度の土日のみです）

○原 裕一君
本日の卓話者薄井様に心より感謝します。熊本県スキー

○元田亮一君

連盟の指導者講習で大変お世話になりました。一時も眠

本日所用のため早退させていただきます。

くならないとても勉強になるお話でした。
○野口泰則君・齊藤直信君・塩井泰明君・今村浩昭君・
坂本研一君・山内昭徳君
国際奉仕活動タイプロジェクト無事帰還しました。大成功で
した。50 周年事業ジャンボーン小学校浄水施設の学校訪
問では全校生から歌や踊りで大歓迎されました。杉谷パス
トガバナーも同行され感激の様子でした。里親の子どもた
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外部卓話（玉田光識君）

て、微力ながら引き続き社会奉仕活動に尽力できればと考

「生命と向き合う」～身の回りの危険～

えております。

薄井良文様 （阿蘇広域消防本部）

私たちの身の回りには、沢山の危
険が潜んでいます。交通事故、労働
災害、急病、火災、台風、水害、地
震、津波、火山噴火、はたまた放射
能やＰＭ2.5 とやらまで…「災害は忘れたころにやってくる」と
言われていましたが、その傷跡も癒えなうちにあらたな災害
に見舞われる昨今です。
昨年７月に九州地方を襲った九州北部豪雨は各地に多
大の被害を及ぼしました。特に阿蘇地方では土石流によっ
て２５名の死者不明者を出し、内牧温泉街では殆どのホテル
旅館や商店などが床上浸水し、住宅や畜舎、農地にも大き
なダメージが残り、いまだに多くの市民が仮設住宅での生活
を余儀なくされています。
私は、災害当日の１２日当直勤務をしており、南阿蘇村立
野の土石流災害現場に先着部隊で駆けつけ救助活動を行
いましたが、残念ながらお二人の方は生存救出がかないま
せんでした。
我々消防は、災害現場や救急現場において生命の瀬戸
際（臨終）に立ち会うことが多くあります。交通事故では救出
直前まで会話していた方が、救出直後に意識が消失し結局
は亡くなったり、山岳事故や自然災害、労働災害では、ご家
族にはお見せできないような悲惨なお姿となっていることもあ
ります。このような場所で活動する隊員は、少なからずいろん
なストレスを感じ ます。「苦しかっ た、き つかっ た、怖かっ
た・・・」「自分の家族とタブって悲しかった」「助けることができ
ず無念だった」などの思いが重なり、ＰＴＳＤ（心的外傷後スト
レス障害）となって残ってしまいます。

【例会予定】
3/1１ 会員卓話 杉田辰彦会員
3/25 外部卓話 中村花誠様 「邦楽への道」

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】
消防の仕事に就いて３５年になりますが、若い頃から青年

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

活動（非行防止運動）やキャンプ、レクリェーション指導、バ

日時：３月２０日（水）１０：００～

ンド演奏などのボランティア活動を行ってきました。これらの

場所：未定

活動は、社会生活の上でのリラクゼーションであったり、ある

内容：ロアッソサッカー観戦＆新人歓迎会

いはストレス発散であり、生涯学習の場でもありました。そし
て何より自分自身のＰＴＳＤの緩和になっていることにも気付

日時：３月２１日（木）２０：００～

かされました。

場所：西部ガスにて

今後は、残された消防生活では若手職員へのＰＴＳＤ予

内容：RC 卓話 渡辺会員

防対策等の指導を、また、併せて社会活動では「生命と向き
合う」をテーマに、キャンプやゲーム、バンド活動などを通し

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。
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