
 
 

 

 

 

 

今年度最終外部卓話は自衛隊西部方面隊  吉田圭秀様にお話し頂きました。  

宗教・政治・経済・文化を維持してゆく事が必要では

ないでしょうか。悲しい事に現在でも世界中で民族紛

争は絶えません。私見となりますが、独善的な考えで

物事を押し進めるよりも、自国の理念を守りつつ他者

への理解を深める努力が必要になるのではないでしょ

うか。我々は秩序を守り他者を尊重し、今この平和に

感謝する気持ちを忘れてはいけません。それに気付か

せて頂いた、陸上自衛隊北熊本駐屯地の皆様には感謝

致しております。そして日々が感謝の始まりの第一歩

になる事を願っております。 

 

 

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 

６０名 ３８名 70.37％   ８５．７１％ 

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） 

 

会長報告（野口泰則君） 

皆様、こんにちは。先週の例会終了後、職場訪問

として「陸上自衛隊北熊本駐屯地」へ会員 17名の皆

様と共に伺いました。暑い中ご参加頂き、ありがと

うございました。駐屯地内では、熊本幼年学校の時

代から現代に至るまでの歴史を学び、また大変貴重

な実物の兵器を拝見し、実際に触れてみる事も出来

ました。御案内頂きました隊員の皆様には、この場

をお借り致しまして感謝申し上げます。誠にありが

とうございました。私共は心踊る感動の時間を過ご

させて頂き、また自衛隊本来の存在意義を感じ取る

事が出来ました。自衛隊とは、単なる災害派遣部隊

ではありません。我々国民の生命・安全・財産を守

ってくださり、また現在は諸外国からのサイバー攻

撃や心理作戦にまで、神経を張り巡らされている現

状を教えて頂きました。 そこから、国防と軍事・軍

国主義は違うのではないかと私は考えるに至りまし

た。自国は自国で守らなければ独立国と言えず、ま

た全世界に於いても国防を理解しない政治は存在し

得ません。国力維持の為には、国防・教育・家族・ 
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第 39 回例会記録（通算第 2607 回）  

平成 26（2014）年６月１６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 

吉田圭秀様（自衛隊西部方面隊） 

徳永隆正様（熊本西南ＲＣ） 
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幹事報告（今村浩昭君） 

1.RI 第2720地区 2014-15年度 第30回インターアクト年次

大会開催のご案内が届いております。参加ご希望の方は事

務局 東までお知らせください。 

 

 

例会変更のお知らせ 

○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～ 

[場  所] ニュースカイホテル 

 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２４日（火）１２：３０～ 

 

○東ＲＣ～夜例会に変更 

[変更前] ６月２４日（火）１２：３０～ 

[変更後] ６月２４日（火）１９：００～ 

 

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２５日（水）１８：３０～ 

 

○平成ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ６月２５日（水）１２：３０～ 

[変更後] ６月２５日（水）１９：００～ 

[場  所] ニュースカイホテル 

 

○江南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２５日（水）１２：３０～ 

 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２６日（木）１９：００～ 

 

○北ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ６月２６日（木）１２：３０～ 

[変更後] ６月２６日（木）１８：３０～ 

[場  所] 新茶家 

 

○城東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月３０日（月）１２：３０～ 

 

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ６月３０日（月）１８：３０～ 

[場  所] エルフエゴ 

 

 

 

 

新入会員自己紹介 3回目（水野東洋君） 

3回目の自己紹介です。平成3年に入社以来、都内・本社

に勤務後、名古屋・札幌の地方へ転勤、その後東京の法

人営業、そして今回熊本へ赴任となりました。ロータリークラ

ブには初めて入会いたします。ロータリークラブの「四つの

テスト」がございますが、これは自分の仕事に対しても云え

ることではないかと思います。ここ熊本で仕事面・人間面と

もに成長したいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

委員会報告 

●職業奉仕委員会（井上雅文君） 

   先日の北熊本駐屯地への職場訪問には17名にご参加

いただきました。改めてお礼申し上げます。ご協力ありが

とうございました。また、本日の卓話には西部方面隊 吉

田圭秀様にお越しいただきました。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

 ◆次年度姉妹クラブ委員会報告（山本 円君） 

次年度 青少年短期交換留学事業につきましてご報告

いたします。期間を8/6～11とし、現在6名の参加希望が

出ております。また、引率者の募集も行います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○徳永隆正様 

   100％出席続行のため、サインでなくメーキャップに来ま

した。 

 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君 

   熊本西南 RC 徳永様のご来訪を心より歓迎いたします。

そして本日の卓話をお願いいたしました、自衛隊 西部

方面総監部 陸将補 吉田圭秀様のご来訪を感謝いたし

ます。私にとってはラブコールを送り続けて念願の卓話

です。日本の平和のため、益々のご活躍をお祈りいたし

ます。 

 

○渡邉秀章君 

陸上自衛隊 西部方面隊 行政副長 吉田様のご来訪、

心より感謝申し上げます。30分という短い時間で大変申

し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。ご同

行いただきましたお二人様、例会を楽しんでいただけま

したら幸いです。よろしくお願いします。 
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○田川憲生君 

自衛隊 西部方面総監部の吉田幕僚副長の卓話、よろし

くお願いいたします。勉強させてください。 

 

○後藤 博君 

熊本西南 RC 徳永様を歓迎いたします。今日は夜も一緒

ですね。 

 

○高宮 宏君 

  先週土曜日、日田 RCの創立50周年記念式典に出席して

きました。熊本南 RC からは堀川会員と二人でした。寿崎

会員も登録されていたのですが、欠席でしたのでご病気

かと心配しています。祝賀会は屋形船の船上で、打ち上

げ花火と鵜飼いのショーがあり、それは大変感動しました

し、印象に残るパフォーマンスでした。 

 

○工藤青史君  Ⅴ 

  最近欠席続きで申し訳ございません。その間に還暦や誕

生日のお祝いをいただきありがとうございます。本人はま

だまだ若いつもりでおりますので、今後とも飲み会には積

極的に参加したいと思っております。 

 

 

●外部卓話（渡邉秀章君） 

  「時代の大転換期における我が国の安全保障」 

－ 西部方面隊の視点から －  

吉田 圭秀様（自衛隊 西部方面隊） 

   

 

  

 

 

 

  1.前言 

   「自衛隊」という職業選択 

 

  2.時代の大転換期における安全保障の課題 

 （1）複雑かつ不確実な戦略環境 

・冷戦期：米ソ二極構造の固定化 

・ポスト冷戦（移行期）：超大国米国による一極構造 

1900年代は地域紛争、2000年代は「テロとの戦い」が焦

点 

 ・ポスト・ポスト冷戦：多極構造における新たなパワーバラ

ンスへの対応 

*アジア太平洋地域の課題：中国の台頭、北朝鮮の不安

定化、大規模災害 

*我が国周辺：複合事態が常態化、安政時代にも匹る厳

しい安全保障環境 

（1）複雑かつ不確実な戦略環境 

（2）時代の大転換期（戦略を模索してきた戦間期に類似） 

・明治維新～WWⅠ 上昇期（「富国強兵」） 

・戦間期（WWⅠ～WWⅡ）定常期（戦略模索） 

・日中開戦～敗戦 下降期（バーチャルな拡大「大東亜共

栄圏」による破綻） 

・戦後独立～冷戦終結 上昇期（吉田ドクトリンによる高度

経済成長） 

・冷戦終結～現在 定常期（新たなグランド・ストラテジーを

模索）「アジア太平洋地域の安定化」が焦点 

（3）西部方面隊の挑戦 

・西部方面隊の地理的特性：本州に相当する広大な地域と

多数の島嶼 

・西部方面隊の置かれた戦略環境：「2（戦略正面）+1（大規

模災害）」 

・ 西 部 方 面 隊 の 挑 戦 ： “ Operational Readiness” 、 

“Deterrence”and“Integrated” 

 

3.結言 

  国防の原点（「家族・郷土を守る」） 

  「刀研ぎ」のパラドックス 

  時代が求めるもの（「リーダー」と「戦略」） 

 

  

【例会予定】 

6/30 会長・幹事退任挨拶 

 

 

【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：7月3日（木）20：00～ 

場所：未定 

内容：未定 

 

○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：7月2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。 
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ロータリーニュース（RIホームページより） 

6/4世界大会＠シドニー 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 4 日に閉幕したロータリー国際大会。4 日間にわたり

シドニーの街をにぎわせた今大会は、3つの世界記録を残し

ただけでなく、ポリオ撲滅を大きく後押しするものとなりました。

大会直前、5 月 30 日に行われたポリオ撲滅支援のためのシ

ドニーのハーバーブリッジ登頂イベントに、世界中から集ま

った 340 人が参加。2011 年に人気司会者のオプラ・ウィンフ

リーさんがファンとともに打ち立てた記録を塗り替え、世界新

記録を打ち立てました。さらに、橋に登った参加者らが 278

カ国の国旗を掲げ、「一つの橋の上に掲げられた国旗の数

（most flags flown on a bridge」でギネスに認定されました。世

界記録はこれにとどまらず、ロータリーの公共奉仕広告によ

るポリオ撲滅認識向上キャンペーン、「世界最大のＣＭ」が

「写真による最大の認識向上キャンペーン（ largest photo 

awareness campaign）」としてギネス世界記録に。この CM に

は 170 カ国から 10 万人以上が写真で参加し、その中には、

ノーベル平和賞受賞者のデズモンド・ツツ大司教、ビル・ゲ

イツ、アーチー・パンジャビ、ジャッキー・チェンら有名人も含

まれています。これらの快挙に続き、さらに大きいニュースが

大会を盛り上げました。6 月 1 日、オーストラリアのトニー・ア

ボット首相がロータリーのポリオ撲滅キャンペーンに 1 億ドル

の支援を提供することを発表。さらにその 2 日後には、

Chrome Group副会長のエメカ氏が、ロータリー財団にポリオ

撲滅を目的とした 100 万ドルを寄付することを発表しました。

ナイジェリアでロータリーのポリオプラス大使を務めるエメカ

氏は、「大勢の友人やクラスメートがポリオの犠牲になった」と

いう自身の体験を紹介した上で、ポリオ撲滅への固い決意

について語りました。今大会ではポリオ撲滅に大きな注目が

集まった一方で、それ以外のロータリーの取り組みにも関心

が注がれました。シドニー大会の主なハイライトは以下の通り

です。 

世界の水問題に挑む：大会直前の 5月 30 日に開かれた今

年の世界水サミットでは、他団体との協力に焦点が当てられ

ました。水と衛生の分野の世界的専門家も出席したこのサミ

ットでは、民間セクター、NGO、政府とのパートナーシップを

通じて効果的なプロジェクトを実施することの重要性が強調

されました。 

若者に力を：オーストラリアの元人気クリケット選手で Mewsic

の設立者であるブレット・リーさんと、元ロータリー奨学生で

Global Fund for Childrenの設立者であるマヤ・アジュメラさん

が、世界の貧しい子どもたちに明るい未来を与えるための自

身の活動を紹介し、出席者に感動を与えました。 

平和の推進：元ロータリー平和フェローで、国際労働機関

（ILO）のアフリカ地域担当者であるンウィラ・チガガさんが講

演し、性別にかかわらず、すべての人に平等な仕事の機会

を与えることの必要性について訴えました。 

疾病との闘い：米国疾病対策センター（CDC）のシニア公共

保健アドバイザー、レネー・サウンダースさんが講演し、エイ

ズ撲滅には官民のパートナーシップが重要であることを強調

しました。また、国際糖尿病連合元会長のマーチン・シリンク

さんが、ロータリーの助けとともに糖尿病問題を国連決議に

盛り込み、国連の「世界糖尿病デー」を実現させた自身の体

験について話しました。 

 

 

6/2年祝い＠新茶家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/9職場訪問＠北熊本駐屯地 

 

http://vimeo.com/97097017
http://vimeo.com/97097017
http://thisclose.endpolio.org/ja
http://vimeo.com/96865750
https://www.rotary.org/ja/australian-prime-minister-opens-convention-100m-polio-pledge
https://www.rotary.org/ja/australian-prime-minister-opens-convention-100m-polio-pledge
https://www.rotary.org/ja/sir-emeka-announces-1m-gift-polio-sydney-convention
http://www.startwithwater.org/
http://mewsic.in/
http://mewsic.in/
https://www.globalfundforchildren.org/

