第 6 回例会記録（通算第 2615 回）
平成 26（2014）年８月１８日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

濱田定 勝会 員、今 年も貴重 な体 験談 をありがとうございました。（卓話 より ）

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

９/８ ガバナー公式訪問熊本第 4G 合同例
会＠ホテル日航熊本
９/１３ 職業奉仕セミナー＠アスパル富合

4.青少年短期交換留学事業報告会

来訪者紹介
ございません

でも再就職をスムーズに、ということであります。商工会議
会長報告（田川憲生君）

所としても全力を挙げ行いたい、まずは早急に体制を整え

皆様こんにちは。先週桜町の再開発についてお話いた

るということになります。問題は、松本社長が強調されたこと

しましたが、8 月 12 日に県民百貨店の松本社長が会見を

は経営状態が悪く倒産し閉店するのではないということで

行い、来年 2015 年 2 月 28 日 18：00 を以て営業継続を断

あります。利益余剰金と累積赤字がちょうどトントンくらいで

念し、閉店しますという、非常に悲しい表明がなされまし

あるということでした。また、移転補償金数十億円がありま

た。その後松本社長がお見えになられ、話されたことを若

すから、社員への手厚い退職金、出資者への返金等は完

干ですがお話いたします。5 月 29 日の臨時株主総会で、

全に行えますので、このことに関しては非常に安堵されて

再入居は断念し、移転先を探すという方針が決定しており

いたようでした。もう一つの問題点は賑わう場がなくなるとい

ました。ただ、この再入居を断念したのは、県民百貨店側

うことです。熊本市では「2 核 3 モール」というようですが、1

が要望したスペースと九州産交側が用意したスペースが

核（桜町周辺）が取り壊され整備されるまで数年はかかりま

合わなかったということが一番の問題であり、最終的に折

す。さらに下通りダイエーと櫻井総本店が再開発に向け現

り合いがつかなかったことです。その後十数か所候補地

在閉店されています。この二つの問題により中心市街地の

を探されたようです。市役所の 1F、2F を使ってはどうか、

賑わいや魅力がなくなる状態が少なくても 4～5 年間は続く

また、再開発予定の企業より声が掛かったこともあったよう

ということであります。そこをどう繋ぎとめるか、経済界や商

ですが、時期が合わない等の理由により断念されたとのこ

店街の非常に大きなポイントになります。商工会議所では

とでした。新聞等の報道でもありましたが、正社員が 130

副会頭の久我社長を先頭に、この問題を商店街の方々と

名、契約社員が 170 名、テナント先の社員 600 名の約 900

行政を巻き込み、早急に対策に入りたいとしております。い

名の再就職をどうするか、大変大きな問題です。県民百

ずれにしろこのような状況の中で非常に舵取りが難しいと

貨店側でもコンサルタントを依頼するらしいですが、翌日

認識しているところです。また、明るい話題としましては高

熊本市、熊本県、熊本商工会議所、経済団体、労働局等

校野球 甲子園大会で県代表の城北高校が初戦突破しま

の関係団体が集まり、連絡会を発足させました。何として

した。1 つでも 2 つでも先に進んでくれればと思います。

熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

13-14 年度臨時理事会報告（野口泰則君）

○江南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

・13-14 年度決算報告について

[変更前] ９月１０日（水）１８：３０～

⇒承認されました。

[変更後] ９月８日（月）１８：００～
［場 所］ ホテル日航熊本
○西南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更
[変更前] ９月１１日（木）１８：３０～

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
５９名

出席率

前々回
修正出席率

71.70％

９０．７４％

出席数
３８名

出席規定適用免除者

5名

[変更後] ９月８日（月）１８：００～
［場 所］ ホテル日航熊本
○中央ＲＣ～合同例会のため日程場所変更
[変更前] ９月１２日（金）１８：３０～

欠席記録免除者 4名

[変更後] ９月８日（月）１８：００～
［場 所］ ホテル日航熊本

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

○05福祉ＲＣ～合同例会のため日程場所変更
[変更前] ９月１６日（火）１２：３０～
[変更後] ９月１７日（水）１３：３０～

幹事報告（喜讀宣友君）

［場 所］ 三愛高原ホテル

1.米山梅吉記念館より秋季例祭ご案内他が届いておりま

○菊南ＲＣ～合同例会のため時間場所変更

す。

[変更前] ９月１７日（水）１２：３０～
[変更後] ９月１７日（水）１３：３０～
［場 所］ 三愛高原ホテル

例会変更のお知らせ
○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更
[変更前] ８月２７日（水）１２：３０～

本日のロータリー情報（杉田辰彦君）

[変更後] ８月２５日（月）１２：３０～
［場 所］ 児童養護施設 天使園
○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] ８月２７日（水）１８：３０～
[変更後] ８月２７日（水）１２：３０～
［場 所］ 雑草の森
○東南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

本日は「奉仕の理想」についてお話したいと思います。

[変更前] ８月２７日（水）１８：３０～

「奉仕の理想」とは何か、疑問を持って聞いておられる

[変更後] ８月２４日（日）未定

方もいらっしゃると思います。皆さんはそれぞれ己に天

［場 所］ 日田方面

職を持っています。私たちは使命を与えられております。

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更

社会で己の職業を活かし、続けるためには社会に感謝す

[変更前] ８月２８日（木）１９：００～

る時にその使い方（奉仕）の基本として、個人生活・社

[変更後] ８月２４日（日）未定

会生活・職業生活において自己的欲求は最小限にとどめ、

［場 所］ 白川河川敷

常に最大利他の究極を求め続けていこう、これがロータ

○西稜ＲＣ～合同例会のため日程変更

リーの奉仕の理想、哲学であります。是非知っていただ

[変更前] ９月８日（月）１８：３０～

きたいと思います。また、「超我の奉仕」というものが

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

ございます。「超我の奉仕」とは何か、自己のために利

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更

益を得ようとする欲望と、他人に奉仕しようとする義務

[変更前] ９月９日（火）１２：３０～

感と、それに伴う衝動から起こる心の争いを和解させよ

[変更後] ９月９日（火）６：３０～

うとするロータリーの基本的な理想を効果的に表現し

［場 所］ 県総合運動公園

ているものとして、ロータリークラブの文献等でよく用

○西ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

いられている標語であります。

[変更前] ９月９日（火）１２：３０～
[変更後] ９月８日（月）１８：００～
［場 所］ ホテル日航熊本
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委員会報告

○漆島典和君

●社会奉仕委員会（丸山浩之君）

本日の濱田先輩の卓話、大変楽しみにしておりました

2015年2月15日（日）「第4回熊本城マラソン」のボ

が、所用のため失礼しますことをお許しください。

ランティア参加者を募集いたします。多数のご参加を

○平尾豊幸君

お待ちしております。よろしくお願いいたします。
●姉妹クラブ委員会（山本

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

円君）

8/6～青少年短期交換留学事業が滞りなく無事終了

●会員卓話（三角雄介君）

いたしましたのでご報告申し上げます。ありがとうご

「8月15日に想うこと」 濱田定勝君

ざいました。また、来年度は受入となる予定です。受
入に向けて打合せ等行いながら、この事業を大切に継
続させていきたいと思います。引き続きご協力をお願
いいたします。
●プログラム委員会（三角雄介君）

8月15日は69回目の終戦日です。当時の終戦日を体

今年度は「ビジネス例会」を行いたいと思います。

験された方もかなり少なくなってしまったと思いま

月1回程度で9月1日より実施予定です。内容としまし

す。私の母が海軍入隊時にそっと渡してくれた短冊を

ては、卓話の時間を使い会員2名の方に主に仕事につ

本日はお持ちしましたので皆様にご覧いただければ

いてお話していただこうというものです。改めてご案

と思います。

内しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

「君のためなにか惜しまん若桜

母なお」

若桜とは私のことで、君は天皇陛下のこと、つまりは
日本国のことです。自分の息子をお国のために捧げる
スマイルボックス（園田修司君）

ことをなんでおしみましょうか、ということを書いて

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君

くれています。しかし、親として我が子が危険な場所

本日の卓話者、濱田会員に心から感謝しスマイルいた

に志願していくことを本当に心から喜んでいたのだ

します。貴重な戦争体験を後世に伝え続けてください。

ろうか、これを時々読みながら、母の気持ちを察する

よろしくお願いいたします。

時に涙が滲むようなことがあります。私にとって終戦

○古財良一君・三角雄介君

は昭和20年8月15日ではございません。というのは名

濱田大先輩、本日は卓話をお引き受けいただきまして

古屋に城山三郎という小説家がいらっしゃって、その

ありがとうございます。戦争を経験された方の話を聞

方が「一歩の距離」という小説を出されました。自分

けることに非常に価値を感じます。本日はよろしくお

たちのことが書かれているのではないか、というくら

願いいたします。

いにこの小説と同じような経験をいたしました。8月

○濱田定勝君

Ⅱ

15日、国民は12時にラジオの前に集まるよう、重大な

私の大空への思いをご聴取いただきありがとうござ

発表がありますとのことでした。私たちも12時に整列

います。取り上げてくれた三角君に感謝しスマイルい

し待っておりました。何があるのかと思っておりまし

たします。

たが、天皇陛下が直接お話になる玉音放送がございま

○久峨章義君

Ⅱ

した。中には泣くものもいて、あー戦争が終わったん

先日、私の長女がオックスフォード大学政治学科博士

だなという思いがありました。当時厚木の飛行場には

課程への入学を許可され、今年の秋より3年間渡英さ

極めて優秀なパイロットたちが集められていました

せていただくことになりました。大変光栄なことであ

が、その中のゼロ戦が2機飛んできました。私たちは

り、スマイルさせていただきます。

郡山の第二郡山航空隊に一時寄留しておりました。そ

○寿崎 肇君

のゼロ戦が、我々は最後まで戦う等激励のチラシを配

熊本市中学生バドミントン大会が明日県立体育館で

りました。その夜早速将校たち数名が私たちを集め、

あります。青少年奉仕活動の最たるものだと思います。

本土決戦参加を呼びかけ志願者を募りました。志願者

時間の許される方は応援してあげてください。選手の

は目をつぶって一歩前に、ということでした。非常に

同級生の黄色い声の声援と子供たちの真剣な態度は

長い時間が過ぎたように感じましたが、気が付いたら

楽しいものです。熊本東 RC の卓球大会が35周年との

一歩前に出ておりました。その場で新しく特攻隊を編

ことで少し妬ましく思いました。

成、「綾特攻隊」と命名し、日夜猛訓練を実施しまし
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たが、8月19日に解散いたしました。とにかく戦争と
いうものは勝っても負けてもみじめで、悲壮で、悲惨
で、うれしいことはひとつもございません。戦争は色
んな犠牲を強いられます。戦争だけは絶対にやっては
いけない、実際体験し思うのであります。私が何で空
にあこがれたかと申しますと、昭和16年12月8日に大
東亜戦争が始まりましたが、私は非常にグライダーが
好きで、3級滑空士の資格を取得しておりました。ど
うせ戦争に行くなら空にと思い、予科練に志願いたし
ました。当時文部省の指導でグライダー部を各学校で

［千人針］

創設したらどうかということがあり、濟々黌でも運動
会でグライダー滑空訓練を披露することになったた
め前日に予行演習を行ったのですが、当時のグライダ
ーはプライマリーといって、ゴムを引っ張りパチンコ
の要領で飛ばすものでしたが、当日みんなが張り切り
すぎて通常よりゴムを引きすぎたため飛び上がりす
ぎ、操縦桿を前に押し高度を下げましたがスピードは
増すため、何とか着陸はできましたがブレーキはない
ので地面を滑り、最後は木にぶつかり機体をバラバラ
にしてしまいました。学校の大切な財産を壊してしま
ったという責任感が卒業するまでずっと心の中に残
【例会予定】
9/1 第1回ビジネス例会

っておりました。そういう想いも感じ、また、当時は
本当に純粋で、今自分たちが立ち上がり国家のために

9/8 ガバナー公式訪問熊本第4G合同例会

頑張らなければと志願したのです。10月1日、鹿児島

9/15 祝日のため休会

海軍航空隊に入隊いたしました。色々な場所から集ま

9/22 定款に基づき休会

っていましたが当時2,000人ほど入隊したのではない
かと思います。予科練を鹿児島で過ごし、卒業すると
次にようやく飛行機の練習です。飛行術練習生（飛練）

【RAC・IACの例会日程について】

となり、台湾の虎尾海軍飛行隊に入隊しました。卒業

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

後は船で日本に帰国しました。私たちの後を追うよう

日時：9月4日（木）20：00～

に教官たちを乗せた船が来ていたのですが、敵潜水艦

場所：西部ガス

に撃沈され全員戦死してしまいました。来年は戦後70

内容：マナー講習会

周年です。

日時：9月18日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：RC卓話（国際奉仕）
○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：8月30日（土）～31日（日）
場所：熊本市中心街
内容：24時間テレビボランティア活動

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生

［履歴書］

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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