
 
 

 

 

 

 

第３５回例会記録(通算第 2563回)  

平成 25（2013）年５月１３日 

 

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 

熊本保健科学大学学長 小野友道様 

米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君 

 

 

 

 

3. 玉名中央ロータリークラブより、30 周年記念式典参加

のお礼が届いております。 

4. 熊本市シルバー人材センターより、創立25周年記念式

典のご案内が届いております。 

5. 熊本市国際交流会館より、5月催物ご案内が届いてお

ります。 

6. 熊本県青少年育成県民会議より、総会の開催につい

て届いております。 

 

 

 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

５９名 ４４名 78.57％ 87.27％ 

出席規定適用免除者 ７名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

5/4（土）代継宮「曲水の宴」に参加させていただき、

貴重な経験をありがとうございました。 

代継宮に平安期の歌人 紀貫之が祀られているとい

うことで、曲水庭園が鎮座 1050 年を記念して造られ、

2010 年から「曲水の宴」として毎年開催されています。 

酒をいれた杯が流れてくるまでに和歌を詠み、その

後、杯の酒を飲み、飲み干した杯を流すというもので

す。 

今年のお題は「若竹」と「ほととぎす」で、私が詠ん

だ和歌が「ほととぎす 初めて鳴きし よろこびを 

ひめて飛び立つ 5 月の空へ」でした。 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１．国際ロータリー第2720地区ガバナー事務所より、地区

協議会参加お礼が届いております。 

2. 玉名ロータリークラブより、玉名 RAC 創立 30 周年記念

式典参加のお礼が届いております。 

 

 

 

2013年度米山奨学生の ンダギジマナ・ジャスティン君。一年間よろしくお願いします！ 

 

 

 

21） 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 池谷友良様 

（ロアッソ熊本）  

        

  
 

５/２５ ゴルフコンペ 

＠熊本空港カントリークラブ 

６/３ 年祝い＠代継宮＆新茶家 

６/１５．１６ 第２８回地区 RAC 研修会 

＠アークホテル 

６/２６ 熊本第４グループ会長・幹事・ガ

バナー補佐会＠おく村 
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例会変更のお知らせ 

○水前寺公園 RC～年祝の為場所変更 

[日  程] ５月２２日（水） 

[場  所] ごはん屋こだま 

 

 

2012-13韓国地区大会のご報告 

(寿崎肇パストガバナー) 

 4月23日～27日までの韓国釜山の RI第3660地区大会と

安東での RI第3630地区大会への参加の報告を致します。

我が RI 第2720地区からは12名で両方の地区大会には12

名共に参加致しました。参加者は岡村ガバナー・本田直

前ガバナー・赤山エレクト・木下パストガバナー・それ

に私と会員の方でした。4名のガバナー経験者の方皆様

奥様ご同伴でした。今までこれ程のガバナー経験者・エ

レクトの参加は初めてでした。先ず、釜山での第3660地

区大会が我々の地区と違っていますことは、RI 会長代理

ご夫妻とガバナーご夫妻が壇上で席に着きますと、各ロ

ータリーが分区ごとにガバナー補佐を先頭にクラブ会

長と旗手がロータリー旗を掲げて登壇し、RI会長代理と

ガバナーに握手。会場に向かって挨拶します。会場から

は大声援。これが続きます。一分区は４RC から８RC 位

です。釜山市350万の人口で16分区、済州島で9分区。来

年までは合わせて第3660地区ですが、その次の年度から

は済州島が1地区になるとのことでした。第2720地区と

して、提携地区が第3660地区から分離した第3630地区、

それにまた分離する済州島と韓国で3地区との提携は荷

が重い。私は韓国1地区と台湾大同扶輪社のある第3480

地区と提携してはとガバナーに提案しています。安東慶

州の第3630地区が第2720地区に大変好意を寄せており、

赤山ガバナー年度は難しい選択の年度になるでしょう。

地区大会の中身は日本語も韓国語も同じです。RI の指導

ですから当然でしょう。昔第3660地区大会では、第2720

地区から1～2名程度の出席の時、私は韓国語が分からな

いまま一日中会場にいました。激論は度々でした。真剣

に取り組んでいるからでしょうが、日本の地区大会では

見たことのない光景でした。大陸民族との違いかなと考

えたものでした。表彰の時間が長く、多い会員の為です。

これは参考にすべきと思います。今回の観光は釜山港を

見下ろせる高い塔からの見学でした。韓国の貿易を一手

に引き受けている感じの凄く大きな港でした。第3630地

区の安東まで釜山より車で3時間。緯度は青森と同じと

言っておられましたがちょっと疑問に思いました。第

3630地区の RI 会長代理は台湾の方でした。この地区の

ガバナーは背の低い女性で声の大きな方でした。前々期

のガバナーもこの地区は女性でした。RI 会長代理の歓迎

晩餐会に参加させて頂きました。朝食会は R財団寄付の

功労者の集いにも参加させて頂きました。ホテルの会場

まではパトカーの先導でした。赤山ガバナーエレクトは

奥様がいなくてお嬢様が代理でした。陽気なお方で岡村

ガバナーの奥様と共にお話をなさって笑ったり、黄色い

声や笑い声は私にとっては久しぶりの楽しいバス旅で

した。奥様方にお礼を申し上げますと共に、時間に追わ

れた韓国での地区大会参加でしたが、皆様に助けられた

楽しい地区大会でした。 

 

 

 

委員会報告 

●親睦委員会（藤見泰之君） 

［結婚祝］                    ［誕生祝］ 

田川憲生君    5.2       原 裕一君    5.11 

豊増千鶴男君   5.3       稲留 穂君    5.23 

後藤 博君     5.7       神谷平吉君    5.29 

坂本研一君    5.17       東矢憲一郎君  5.29 

東矢憲一郎君   5.19 

吉永彰一君     5.20 

藤井宏樹君     5.24 

               

 ［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/２５ ゴルフコンペのご案内 

     ７:２０集合 熊本空港カントリークラブにて 

 



 3 

●新世代委員会（原 裕一君） 

６/２  家族清掃活動のご案内 

１０：００～ 子飼商店街の一斉清掃 

（その後懇親会予定） 

 

 

●米山奨学会委員会（田邉信一君） 

２０１３年度米山奨学生の紹介 

NDAGIJIMANA・JUSTIN（ンダギジマナ・ジャスティン）君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９８５年７月２４日生 ルワンダ出身。現在、熊本大学

自然科学部情報電気電子工学科の修士課程で「アモル

ファスシリコン太陽電池の効率化」について研究されてい

ます。将来は日本での留学経験と語学力を活かし、日本

企業での活躍を希望されています。 

一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○小野友道様   Ⅱ 

卓話の機会を与えて下さり光栄です。 

 

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君 

本日の卓話者熊本保健科学大学 小野友道学長様に心

から感謝します。 

 

○髙宮 宏君・久峨章義君   

小野先生いらっしゃいませ！卓話楽しみにしています。 

 

○工藤青史君 

 小野先生のご来訪に感謝致します。本日は入墨の話のよ

うですが、お酒の話も是非お聞きしたいものです。 

 

○玉田光識君 

小野先生、お忙しいところ卓話をお引き受け頂き、誠にあ

りがとうございます。お話を楽しみにしております。 

 

○杉田辰彦・渕田俊郎君 

小野学長のご来会を歓迎します。本日の卓話を大変楽し

みにしております。 

○寿崎肇君 

本日卓話頂きます、小野先生のお話を楽しみにしており

ます。大歓迎致します。韓国の地区大会二つに出席致し

ました。参加した奥様方のお話が楽しく久しぶりに若返っ

た感じでした。ありがとうございました。 

 

○田川憲生君   

私の尊敬してやまない小野学長の卓話、本当に楽しみで

す。ますますのご活躍、大いに期待しています。ただ、今

日は財務局の会合で１３時には退席します。残念で仕方

ありません。 

 

○田邉信一君・稲留穂君 

米山奨学生のンダギジマナ・ジャスティン君を紹介します。

一年間カウンセラーを務めますので、よろしくお願いしま

す。 

 

○漆島典和君・古財良一君・坂本研一君  

第４回代継宮曲水の宴に、浅山会長に歌人としてご参加

頂き、無事にご奉仕することが出来ました。会員の皆様に

は大変お力添え頂き、誠にありがとうございました。今後の

南 RC のご多幸をお祈りし、合せて感謝のスマイルをさせ

て頂きます。 

 

○塩井泰明君   Ⅱ 

４月３０日義母が車の横転で頭を強打し、外傷性クモ膜下

出血で緊急入院しましたが、一週間で出血も吸収され退

院しました。後遺症が残らないことを祈っています。また、

４月は例会を全休しました。お詫びも込めましてスマイルし

ます。 

 

○塚本 侃君 

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

  

 

外部卓話（玉田光識君） 

いれずみの文化誌 

小野友道様（熊本保健科学大学学長・熊本 RC 会員） 
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本邦において一般市民のいれずみへの偏見は相当強

い。しかし海外でのいれずみに対する認識は必ずしも悪

いイメージばかりではない。ともかくいれずみの歴史は

古く、恐らくいれずみは今後とも人の肌に長く存在し続

けるだろうと考える。 

 本邦に於けるいれずみの文献で最も古い記載は『魏志

倭人伝』である。倭の国の「男子は大人も子供も皆顔に

いれずみ（鯨）し、身体にいれずみ（文）している」と

ある。おそらく海で鱶などに襲われないためではないか

と推測もしている。また古事記・日本書紀には刑罰とし

てのいれずみが見られる。然し、それ以降 1000 年の間

いれずみを記載した文献は見当たらないのである。唯一

の例外は『陰徳太平記』（1717 年）にある。薩摩兵が豊

臣軍に追い込まれ、もはやこれまでと討ち死にする前夜、

それぞれ二の腕に氏名年齢、討ち死にに日付を、お互い

にいれずみしたというのである。 

 戦国時代も終わり徳川幕府の時代、町が賑わいをみせ、

大阪そして江戸に遊郭が起こった。馴染みになった客に

きっとまた来てねと約束の印に遊女の手に「入れぼく

ろ」と称するほくろ様のいれずみを入れた。魏志倭人伝

からおよそ 1000 年後である。その後「ほくろ」では飽

き足らず客の名前を腕に入れるようになった。例えば

「七さま命」などである。一方、幕府は罪人にいれずみ

を入れることになり刑罰としてのいれずみも復活した。

さらに『水滸伝』が身分にかかわらず読まれ、九条龍史

進らのいれずみを歌川国芳が見事に描き、とび職や駕籠

かきの憧れになり、装飾いれずみが流行したのである。

この系統が今も残り威勢のいいやからの背中を飾って

いるのである。しかしいれずみを入れる動機は極めて多

彩で、奥深いものがある。通過儀礼として沖縄の針突（は

じち）と呼ばれる女性の手の甲のいれずみ、あるいはア

イヌの口の周りのいれずみがあったり、魔よけ、悪よけ

のためにいれるいれずみも少なくない。「南無阿弥陀仏」

などである。タイではいれずみをお坊さんが信者などに

いれる。仏教の経典などが彫りこまれる。いれずみはま

た治療のためにもする。500 年前の男「アイスマン」に

は恐らく針治療の痕跡と思われるいれずみが並んでい

た。ナチの収容所ではすべて裸にされ名前も捨てられ腕

に彫られた番号のいれずみが唯一本人の同定に繋がる

ものだったのである。 

 かのダーウインが『人類の起源』のなかで、世界中、

どんな小さな島でもいれずみは存在したと記載してい

る。いろんな動機で彫られているいれずみの世界は広く

深い。 

今日若者のファッション感覚で入れているいれずみ

をどう捉えていいのか。光と影の側面を含めていれずみ

文化風俗の大きな問題を提起しているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   スポーツ選手のいれずみと若者について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              魏志倭人伝より 

 

 

 

【例会予定】 

5/27 定款に基づき休会 

 

 

【RAC・IACの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：５月２３日（木）２０：００～ 

場所：西部ガス 

内容：来期活動について 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：６月５日（木）２０：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

  

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や生

徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

 

 

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。 

  


