第３３回例会記録(通算第 2561 回)
平成 25（2013）年４月１５日
今年度 2 回目の職場訪問は、熊本ワイン株式会社様におじゃましました！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
来訪者紹介
光輪寺住職 岩男愼治様

1.今日の歌
2.来訪者紹介

５/１０中央 RC 創立２５周年記念例会･懇
親会＠ニュースカイ

3.会長･幹事・各委員会報告
4.外部卓話 野田将晴様
（元県会議員）

５/１１地区広報・IT セミナー
＠大分コンパルホール
５/２５ゴルフコンペ＠熊本空港カントリー

会長報告（浅山弘康君）
先週の例会後に定例理事会を開催いたしました。３点ご

ことになり、6/9（日）18：00～ホテルキャッスルで開催の案

報告致します。

内状をお送りする事となりました。

1.事務局運営委員会について

ロータリー関係の案内先は

従来、事務局を補佐する運営委員会がありましたが、再

・2720地区ガバナー、ガバナーエレクト、パストガバナー

度正式な組織として年度の幹事、広報委員長、会計委

・ガバナー補佐

員長が運営委員として事務局への指示、サポートを行う

・2720地区会長、幹事

こととし、委員会一覧表に備考欄を設け、記載します。

・熊本南ロータリークラブメンバー

2.熊本南RC55周年について

以上、会長報告と致します。

今年の9/1に熊本南ロータリークラブは55周年を迎えま
すが、周年行事を行うか否か含めて歴代会長会に諮問
をお願いし、そのご意見を次年度理事会へ伝える事と致
しました。来週の例会後に歴代会長会を開催致します。
3.寿崎育英財団祝賀会について
熊本南RCには寿崎奨学会がありますが、寿崎育英財団
は、熊本、大分、宮崎、鹿児島にあり、この4月の時点で
4財団が公益財団法人へ移行されました。 それを記念
して商業界九州沖縄連合同友会 米澤副会長からお祝
い会を開きたい、ついては南ロータリーも発起人に加わ
ってほしいとの依頼がありました。 この件を岡村ガバナ
ーに話しましたところ、自分も発起人に加わりたいという

幹事報告（漆島典和君）
1.熊本グリーン RAC より第 28 回ローターアクト研修会本登
録のご案内が届いております。
2.熊本平成ロータリークラブより第 4 回熊本市域会長・幹
事会及び懇親会のご案内が届いております。
3.熊本市国際交流振興事業団よりニュースレターvol97 が
届いております。
4.4 月 22 日例会終了後に歴代会長会を行います。

○濱田定勝君
光輪寺住職 岩男愼治様のご来訪を歓迎しスマイル致し

出席報告（現王園敏伸君）

ます。
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出席規定適用免除者
名誉会員

７名

○玉田光識君
岩男愼治君、本日の卓話ありがとうございます。玉田親戚
代表として頑張って下さい。

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

○髙宮 宏君
先週の花見の会、大盛況でしたね。親睦委員長の三角さ
んお疲れさまでした。肉あり魚ありと段取り見事でした。本
当に楽しく過ごすことが出来ました。

例会変更のお知らせ
○平成 RC～合同例会の為時間変更

○坂本研一君

[変更前] ４月２４日（水）１２：３０～

先週の花見の会、大変楽しかったです。桜が散っている

[変更後] １８：３０～

のを見込んで花を持ってきて頂いた山内会員、30 万を超
える本マグロを、5 万円でご提供頂いた永井会員、来年は

○熊本西 RC～定款に基づき休会

80 万の本マグロをお約束頂いています。あとで箱を回しま

[変更前] ４月３０日（火）１２：３０～

すので、できれば出席者全員感謝のスマイルをお願い致
します。

０５福祉 RC～定款に基づき休会
[変更前] ４月３０日（火）１２：３０～

○三角雄介君
先日の花見の会には多くの方に参加頂きありがとうござい

○熊本東 RC～定款に基づき休会

ます。永井会員のマグロと、山内会員の桜と、古財会員の

[変更前] ４月３０日（火）１２：３０～

ミュージックのお陰で非常に盛り上がりました。私は後半
日本酒を飲みすぎてご迷惑をおかけしましたので、本日

○東南 RC～定款に基づき休会

は謹慎致します。また次回もよろしくお願いします。

[変更前] ５月１日（水）１２：３０～
○寿崎肇君
○菊南 RC～定款に基づき休会

RI 第 2720 地区熊本南 RAC 創立 30 周年記念式典に出

[変更前] ５月１日（水）１２：３０～

席させて頂きました。特に素晴らしかったのは車椅子の山
本行文先生の「私とスポーツ。パラリンピックの経験を通じ

○熊本北 RC～定款に基づき休会

て」 話の間中「なせばなる、なさねばならぬ、何事も。なら

[変更前] ５月２日（木）１２：３０～

ぬは己がなさぬなりけり」と口ずさみながら感激のお話を
お伺いできました。ありがとうございました。

委員会報告

○田邉信一君

●職業奉仕委員会（久峨章義君）

Ⅴ

先週欠席しましたので、結婚記念日のスマイルをします。

本日の職場訪問とワインの会のご案内
○渡邉秀章君
本日のワイナリー見学とワインの会、とても楽しみにしてい
●スマイルボックス（坂本研一君）

ました。が、急遽出張のため欠席させていただきます。申

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君

し訳ありません。

本日の卓話者（岩男愼治）様に心から感謝します。
○平尾豊幸君
○堀川貴史君

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイルで

本日の卓話者岩男愼治様のご来訪を歓迎してスマイル致

す。

します。お話を楽しみにしています。
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外部卓話（玉田光識君）

●4/14 熊本南ＲＡＣ創立 30 周年記念式典＠パレア

「もしもの時のために」 岩男愼治様（光輪寺住職）
私は浄土真宗本願寺
派の住職をしておりま
す。日常的に、人が亡
くなることと向き合っ
ています。人が亡くな
ると葬儀が行われるの
ですが、大きく三つの
形があります。一つに
はキリスト教式、二つ
に神式、そして仏式で
す。私は住職ですので、
仏式についてお話します。
実は仏教の宗は十三ほどあり、その宗の中に派がいろ
いろございます。浄土真宗系だけでも十の派がございま
す。宗派という言い方をするのですが、その宗派ごとに
決まりごとがあります。今身に着けている法衣も宗派ご
とによって大きく違いますし、そのほか身近なところで
は、焼香の回数や、お数珠の形状等宗派独自のものが
様々ございます。違いが沢山あるので、自分の宗派はど
こであるかというのをきちんと知っといていただきた
いと思います。
もしお分かりでないのなら、本家を通して代々のお寺
を知り、その宗旨に合わせていただくのが自然でしょう。
そして、宗派の決まりごとを知った上で、儀式に臨んで
いただきたいのです。そうでないと、皆様経験がおあり
かと思いますが、葬儀に参列されますと、「本日は○○
宗のお葬儀ですので焼香は○回でお願いします。」とい
う司会の案内がありますが、本来であれば自分の宗旨の
作法で行えばいいのです。分からないから言われた通り
にせざるを得ないのです。
家族や自分の人生の締めくくりを予備知識も無しに
また、何の準備もせずに行うと、不安や後悔の思いを抱
くことになるでしょう。
葬儀というのは「葬送の儀式」です。つまり送る儀式
ということです。送り先が不明のままその儀式を行って
も意味の無いことになります。確かな送り先が定まった
時に、送る側も送られる側も安心できるのです。
もしもの時のために、できれば普段からお寺にお参り
するとか、今はインターネット等で調べることもできま
すので、これらの事を知っといていただきたいと思うの
です。そして、子や孫に、みんなと別れ、離れることは
寂しいし、つらいことだけど、手を合わせると、いつで
もほとけさまとして、命の道標として傍にいるよ、と伝
えて下されば、残された者は悲しみを超えていけるので
す。このことをよくよくお考え下されば有難いことであ
ります。
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●ロータリー・ニュース

可能な平和の力を象徴しています。「第二次世界大戦後に

ロータリー世界平和フォーラムで

育った私は、平和の重要性を目の当たりにしました」と田中

アウンサンスーチーさんに平和賞を授与

会長。「平和構築を実現するのは一生かかる仕事です。毎

2013 年 1 月 25～27 日、

日、世界中の 34,000 のクラブが、支援を必要としている人た

ホノルル（米国ハワイ州）で

ちにきれいな水、医療、教育、そして希望をもたらすことで、

開催されたロータリー世界

より平和な世界の実現に努めています」

平和フォーラムにて、ミャン
マーの民主化運動指導者
で、ノーベル平和賞受賞者
のアウンサンスーチー氏が
基調講演を行い、同氏に対
し、平和で非暴力的な方法
で民主主義を実現した長年
の功績を称え、「ハワイ平和
賞」が授与されました。20 年間の自宅軟禁の末に 2010 年 11
月に解放された同氏は昨年、ミャンマーで民主化を推進す

友愛の家で展示された折鶴

る野党のメンバーとして、連邦議会議員に選出されました。
基調講演の中で同氏は、絶対的な平和の達成は困難では

【例会予定】

あるが、それを目指して進まなければならないとし、人権を保

5/6

証するには民主的な体制が必要であると訴えました。「私た

5/13 外部卓話 小野友通様（熊本保健科学大学学長）

ちが欲する平和とは、恒久的な平和です。若い人たちに平

5/20 外部卓話 池谷友良様（ロアッソ熊本）

和な国家構築の仕事を担ってもらえるよう支援する必要があ

5/27 定款に基づき休会

祝日の為休会

ります。前に進むためには、若い人たちの力が不可欠です」
と述べた同氏は、平和構築における若者の役割の重要性に

【RAC・IACの例会日程について】

も触れました。ホノルルでの平和フォーラムは、平和プロセス

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

への若者の参加に焦点を当てたものです。

日時：5 月 2 日（木）20：00～

田中作次 RI 会長が今年度企画した 3 回の平和フォーラム

場所：西部ガス

の 2 回目となったホノルル平和フォーラム（1 回目は 2012 年

内容：未定

11 月にベルリンで開催されました。3 回目は、2013 年 5 月 17
～18 日に広島で開催されます）には、1,800 人以上のロータ

日時：5 月 16 日（木）20:00～

リアン、ロータリー学友、ロータリーの平和プログラムの支援

場所：西部ガス

者が集いました。 このフォーラムは、「平和にいたる緑の道」

内容：未定

をテーマとし、平和推進における環境保全の重要性に焦点
を当て、平和宣言も採択されました。

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

田中会長はフォーラムで次のように述べました。「ロータリ

日時：5 月１日（水）１６：００～

ーは教育、人道奉仕、若者とのつながりを通じて平和を構築

場所：国府高校「大会議室」

しています。末永く続く平和を実現するためには、新世代の

内容：行事予定について

若者、その次の世代の若者に参加してもらい、ロータリーの
平和構築活動を未来へ継承していけるよう彼らを支援する

日時：5 月 15 日（水）１６：００～

必要があります。健全な環境があってこそ、私たちは自分の

場所：国府高校「大会議室」

可能性を最大限に生かすことができます。基本的ニーズが

内容：行事予定について

満たされれば、紛争の原因も少なくなります。紛争に資源を
費やしていない人々や国は、その分みんなの利益になること

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や生

に対して資源を利用できます」

徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

ルイス V. ジアイ RI 元会長が招集者を務め、3 回のフォ
ーラムの開催地は田中会長が選びました。その理由として、

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。

ベルリン、ホノルル、広島はすべて、第二次世界大戦によっ
て大きな被害を受けた場所であり、現在は、国家間の持続
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