
 
 

 

 

 

 

車椅子のレーサー  青木拓磨様にお話しいただきました。（卓話より） 

 

出席報告（永井富士雄君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

５９名 ３９名 75.00％   ８４．９１％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 3名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

●臨時総会 

ロータリークラブ細則第5条第3節により、本日の総

会出席者は39名で会員総数（59名）の3分の1以上を

満たしておりますので、本日の臨時総会は成立して

いるものといたします。 

2013年手続要覧によって推奨されたロータリークラ

ブ細則に基づき、熊本南ロータリークラブ細則の変

更を行うことが承認されました。  

会長報告（野口泰則君） 

皆様、こんにちは。只今より臨時総会例会を執り

行ないます。先ずはこの時間にて臨時総会を執り行

ないたいと存じます。臨時総会の議題は、2013 年手

続要覧によって推奨されたロータリークラブ細則に

基づき熊本南ロータリークラブの細則を変更するこ

とでございます。今回、旧 17 条が、新細則 11 条に

変更となります。部分的な変更ではなく、全体的な

変更となりますが、基本的方針に関しましては変わ

ることなく、表記のみの変更でございます。本例会

はロータリークラブ細則の第 1 条の定義 4、クラブ会

員数 3 分の 1 の定足数を満たしており、熊本南ロー

タリークラブ会員の挙手による採決でも満場一致で

ございます。このことよりロータリークラブ細則の

変更を承認されたものと致します。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

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 小野泰輔様 

（熊本県副知事）  

        

 

              

  

        

  
 

６/１－４ RI 国際大会＠シドニー 

６/２ 年祝い＠代継宮・新茶家 

６/８ 会員増強セミナー＠グランメッセ 

６/９ 職場訪問＠北熊本駐屯地 

６/２８－２９ 第 29回地区 RAC 研修会 

        ＠別府 亀の井ホテル 

 

 

 

第 35 回例会記録（通算第 2603 回）  

平成 26（2014）年５月１９日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

青木拓磨様（レーサー） 

片山和孝様（ディランゴレーシング代表） 

中野裕二郎様（アスリートバンク代表） 
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定例理事会報告（野口泰則君） 

・新入会員について→ 

 水野東洋様、鎌田 剛様の入会が承認されました。 

・熊本県水協競技大会 のぼり旗について→ 

 クラブ広報委員会より支出することが承認されました。 

・札幌真駒内 RC との友好クラブについて→ 

 承認されました。 

・事務局員の賞与について→ 

 6/13支給されることが承認されました。（昇給については次

回再検討） 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

特にございません。 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園ＲＣ～清掃のため日程場所変更 

[変更前] ５月２１日（水）１２：３０～ 

[変更後] ５月１８日（日）７：３０～ 

[場  所] 江津湖 

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ５月２２日（木）１９：００～ 

[変更後] ５月２２日（木）１９：３０～ 

[場  所] まじま仕出し料理店 

○平成ＲＣ～夜例会のため時間変更 

[変更前] ５月２８日（水）１２：３０～ 

[変更後] ５月２８日（水）１９：００～ 

○西南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ５月２９日（木）１２：３０～ 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２日（月）１８：３０～ 

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ６月３日（火）１２：３０～ 

[変更後] ６月３日（火）１８：３０～ 

[場  所] 未定 

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ６月９日（月）１８：３０～ 

[場  所] 日本料理「おく村」 

○りんどうＲＣ～夜例会に変更 

[変更前] ６月１９日（木）１３：００～ 

[変更後] ６月１９日（木）１９：００～ 

○西ＲＣ～親睦会のため日程変更 

[変更前] ６月２４日（火）１２：３０～ 

[変更後] ６月１９日（木）１８：３０～ 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２６日（木）１９：００～ 

 

 

 

委員会報告 

●世界社会奉仕委員会（塩井泰明君） 

  5/12例会にて卓話をしていただきました、チェンライRC会

長 原田義之様著「輝く瞳に会いに行こう」をご用意

しております。この機会に是非ご購読下さい。皆様の

ご協力をお願いいたします。 

 

●職業奉仕委員会（井上雅文君） 

  5/12「本音で語り合う企業経営の勉強会」にご参加いただ

きました皆様、ありがとうございました。また、6/9（月）本年

度第2回目の職場訪問を予定しております。多くの皆様の

ご参加をお待ちしております。 

  6/9（月） 北熊本駐屯地 14：30現地集合予定 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  まず、3ページの RI 会長メッセージを紹介します。「ポリオ

撲滅 そのゴールのために」という記事で、キャンペーンが

始まって29年が経過し、いよいよゴール寸前の今年改め

て、世界中のあらゆる地域にある、ひとりひとりのロータリア

ンの支援があって撲滅は達成される。そこで、10月24日の

世界ポリオデーに向かって認識を喚起するために、ロータ

リアンは何ができるか？例えばポリオ撲滅のための資金集

めのパーティを企画したり、地元の学校とのイベントを計

画する等、今取り組むべきだとメッセージを出されていま

す。次に7ページからは特集「私達の活動」の記事です。9

ページのつくばシティRC青少年奉仕委員長の「地域の小

中学生に職業意識を」は、私共、熊本南 RC でも取り組ん

でいいかもしれません。若いロータリアンが多いので子供

さんが通学されておられる小学校の PTA と打合せのうえ

取り組むことができると思います。次に10ページの下のほ

うに、大分キャピタル RC の本当の心とは「老若男女 心の

学校」という活動報告が出ています。市民約800名の参加

があり、奈良 薬師寺の大谷徹奨（てつじょう）和尚の話で、

社会奉仕活動の一環であり、1999年のクラブの創立から

毎年このような奉仕活動を実施されているようです。次に

22ページに移ります。ここに私共の第2720地区 赤山武興

ガバナーの記事が出ています。「ロータリーの魅力の探

求！」という表題でこのことを実践するために「心に残るロ

ータリー体験」を互いに3分間話すことを74クラブが実践し

たと出ています。そして地区大会で12グループの代表の

発表があり、私共のクラブの原会員の発表もありました。こ

の発表が参加者全員に感動を与えたと述べられています。

次に30ページです。ここにロータリー衛星クラブという耳慣

れない記事が出ています。内容は新クラブを創立するま

での間、会員集めを実施してもなかなか集まらないので、

その間スポンサークラブの人達との集まりを例会でない日

時場所で開き交流を深め、その間に20名以上集めて新ク

ラブの発足に持って行くという手法だと解釈します。色々と
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知恵があるものです。次に34ページに「ロータリー活動フ

ォトコンテスト」作品募集の案内が出ています。締切りが6

月末日です。是非とも私共のクラブより、台湾訪問・水球

大会の写真と記事の投稿をお願いいたします。次の36ペ

ージから、今ロータリーが直面している「会員の退会」につ

いての記事が出ています。その中で38ページにロン D.バ

ートン会長が一度退会したことが出ています。39ページに

は会員増強が向上している国のことが出ていますが、それ

ぞれの国で社会情勢が違いますので、日本ではなかなか

この通りには難しいと思います。42ページになぜ縮小する

のかとの質問が出ています。いかかですか？ 

   次に縦書きに移ります。まず、4ページから12ページまで

目を通してみてください。19ページの卓話の泉の玉子屋

別館玉辰楼 代表の安田親生会員の記事で「日本料理

考」は健康にも役立つ記事だと思います。日本の四季に

よって食べ物の変化が書かれています。春は芽を吹くもの

でタケノコ・フキノトウ・タラの芽・ワラビなどで、苦いものを

食べる季節、夏は葉物でホウレンソウ・コマツナ・ニラなど、

夏の疲れの栄養補給に。実りの秋はクリ・ナシ・カキなどの

実を、冬はイモ・ダイコン・ニンジンなどの根付くものを食

べます。そしてこれらの産物や作った人へ「いただきます」

「ごちそうさまでした」といって、心からの感謝の気持ちを

伝える日本のよき習慣のことも書かれています。次に20ペ

ージにまた熊本西南 RC の古閑修会員の川柳「アンテナ

がさびて人間らしく生き」の句が出ています。 

 

◆次年度姉妹クラブ委員会（山本 円君） 

次年度 姉妹クラブ委員会では短期交換留学生の送出

しを予定しております。8/6～11の日程で小学校高学

年より大学生までが対象となります。会員の皆様には

改めてご案内申し上げます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君 

  本日の卓話者、ディランゴレーシング 代表 片山和孝様・

青木拓磨様のご来訪を心より歓迎いたします。卓話を楽し

みにしています。 

○渡邉秀章君 

  ディランゴレーシング 片山様・青木様ご一行のご来訪を

心より感謝申し上げます。つい先ほど韓国のレースから帰

国されたばかりのところ駆けつけていただき、本当にありが

とうございます。卓話を楽しく聞かせていただきます。よろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

○園田修司君 

  本日の卓話者 片山和孝様・レーサーの青木拓磨様のご

来訪を歓迎いたします。私は学生の頃、青木拓磨様と同

じバイク（RVF）に乗り、ライディングフォームをまねしており

ました。今後のご活躍を一人のファンとして応援しておりま

す。 

○井上雅文君・吉永彰一君・渡邉秀章君・堀川貴史君 

  先日は「本音で語り合う企業経営の勉強会」に多数の皆

様にご参加いただき、ありがとうございました。また、講師

をしていただきました高宮会員には貴重なお話を本当に

ありがとうございました。 

○永井富士雄君  Ⅲ 

  先週の連休明けの例会は急用のため欠席しました。忙し

い中に出席の取りまとめをいただきました藤見会員・園田

会員に感謝しスマイルします。また、5月4日は家族親戚に

集まってもらい、初孫の初節句祝を開催することができま

した。この子の健やかなる成長を願いたいと思います。 

 

●外部卓話（渡邉秀章君） 

  「レースを通じて社会貢献活動」 

      片山和孝様（ディランゴレーシング代表） 

青木拓磨様（レーサー） 

 

  

 

 

 

 

 

  青木拓磨様経歴 

群馬県北群馬郡子持村（現在の渋川市）出身。1990

年にデビュー。1995 年と 1996 年に全日本ロードレー

ス選手権スーパーバイククラスチャンピオンを獲得。

1997年ロードレース世界選手権GP500クラスにフルエ

ントリー。イモラＧＰで表彰台を獲得し、シリーズ 5

位となるが、1998 年に開幕前のテスト中の事故で脊髄

損傷し、下半身不随となったため現役を退くことを余

儀なくされる。引退後は手動でアクセル・ブレーキ操

作が可能なレーシングカートに乗り始め、ホンダ・レ

ーシング助監督やテレビ等での解説、子供向けバイク

教室などモータースポーツに関する精力的な活動を

行なっている。現在も自動車およびオートバイ関係の

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E6%8C%81%E6%9D%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1998%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E9%AB%84%E6%90%8D%E5%82%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E9%AB%84%E6%90%8D%E5%82%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
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雑誌に顔を出すことが多く、自身の体感による自動車

のバリアフリー追求やオートバイにおけるトライク

の存在の認知等も行っている。ここ数年は手動でアク

セル・ブレーキ操作が可能なように改造を行った車で

主にラリーレイドにも参戦している。2007 年・2008

年にはタイで行われたアジアクロスカントリーラリ

ーに出場し、2007 年には総合 7 位、2008 年は総合 19

位・市販車改造ディーゼルクラス優勝の成績を残した。

2009 年にはダカール・ラリーに初参戦。結果はリタイ

ヤとなったが翌年以降への参戦に向け意欲的である。

本人は日本国内での自動車レース参戦を強く望んで

いたが、従来日本自動車連盟（JAF）は障害者に対す

るモータースポーツライセンスの発給に消極的で、

2009 年まではジムカーナ等単走競技への参加のみが

可能な限定付きライセンスしか発給してこなかった

（そのためレース活動も前述のように日本国外での

ラリーレイドをメインとせざるを得なかった）。これ

に対し拓磨本人も手動での車両操作機構の開発を引

き続き進めると共に、友人である土屋武士らが中心と

なって JAFに対しライセンスの限定解除を求める働き

かけを行った結果、2010 年についに JAF によるライセ

ンスの限定が解除され国内の自動車レース参戦が可

能になった。これを受けて拓磨・土屋らは新たに

「takuma-gp team KOMACHI」としてチームを立ち上げ

スーパー耐久の ST4クラスへ参戦することを表明して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT ASIA Round 2 KOREA Int'l Circuit 

Date: 2014.May.18. SUNDAY 

順位：１位（GTMクラス） 

＜卓話前日（5/18）のレースにて優勝＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

6/2  会員卓話 漆島典和君 

6/9 外部卓話 穐山ジョニー様（本渡RC） 

6/16 外部卓話 吉田圭秀様（自衛隊西部方面隊） 

6/23 常任委員長退任挨拶 

6/30 会長・監事退任挨拶 

 

 

【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：6月5日（木）20:00～ 

場所：西部ガス 

内容：一年間を振り返って 

 

日時：6月中旬（未定） 

場所：未定 

内容：お疲れ様会 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

日時：6月4日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：6月18日（水）16：00～ 

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。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%80%A3%E7%9B%9F
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