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今年度第 2 回目の職場訪問は、株式会社キューネット様にお邪魔しました！ 

引退を表明しましたが、可決されていれば、野党第 2

党の維新の党の内部での発言力はますます強まり、維

新の党が安倍政権に近い存在となるものと見られてい

ました。来年の参院選後、憲法改正では安倍政権と一

緒に改憲へと突き進んだと見られていました。しかし、

橋下氏が政界を引退すれば、民主党との連携を強化し

たい維新の党の国会議員代表の江田憲司氏や幹事長の

松野頼久氏の路線に方向転換していく可能性が強いと

思われ、野党再編へと動くものと見られます。安倍政

権は安保法制や憲法改正論議も考えていたシナリオを

変更せざるを得ないのではないでしょうか。ちなみに、

昨夜は NHK とフジテレビ・TKU で実況中継されました。

大接戦の中で、開票率 98％の時に「反対多数」と速報

が流れました。その後も「賛成」が上回ったりして、

「本当か」とビックリされたのではないかと思います。

開票が行われている会場では、開票を終えた投票用紙

を賛成、反対に分けて百票ずつ束ねてあります。開票

場では確定して初めて選管に正式に連絡することにな

っており、それには時間がかかります。記者は会場の

どこでも行けますから、それを数えることで票数が読

め、それを報道本部に連絡。本部はそれを集計して、

正式発表前に速報を打つのです。 

 

 

 

 

会長報告（田川憲生君） 

皆さん、こんにちは。17 日投開票された大阪都構想

についての賛否を問う住民投票で、反対 70万 5585票、

賛成 69万 4844票とわずか 1万 741票差で否決されま

した。大阪維新の会代表の橋下市長は記者会見し、12

月までの市長任期を全うした上で、政界を引退する意

向を改めて表明しました。大阪都構想は政令指定都市

である大阪市を解体し、8 つの特別区を新設、大阪府

と行政機能を再編する構想。大規模開発や成長戦略な

どを府が、福祉など身近な住民サービスは特別区が行

う。特別区は人口 34 万人から 70 万人程度で、それぞ

れ区長と区議を選ぶ。また水道事業などは一部事務組

合が実施。固定資産税や法人事業税などは府が徴収

し、5 特別区と府に分配するというものです。橋下氏

は大阪府との二重行政を解消して、経済成長を図り、

住民に身近な行政を実現するとして政治生命をかけ

てきました。住民投票では大阪維新の会対全政党との

対立図式となりました。大阪都構想が大きな関心を呼

んだのは、その可否が、日本の今後の政治の行方に大

きく関わるとみられるからです。橋下氏は改めて政界 
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第３５回例会記録（通算第 2644 回）  

平成 27（2015）年５月１８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 

山内吉仁様・緒方忠人様（ボヘミアンブラザーズ） 

松下勝司様（熊本江南 RC） 
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定例理事会報告（田川憲生君） 

1.濱田定勝会員の出席免除について 

⇒ 承認されました 

2.山本博史会員の欠席免除の解除について 

⇒ 承認されました 

 

幹事報告（喜讀宣友君） 

1. 例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位

はご参加をお願いいたします。 

2．本日19：00より「第4回クラブ協議会（現・新合同）」を開催

いたします。関係各位はご参加をお願いいたします。 

 

出席報告（坂本幸樹君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６1名 ３６名 64.29％   ７８.５７％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

例会変更のお知らせ 

○グリーンＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 5月25日（月）１8：30～ 

［場 所］ 亭の元 

○西南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 5月28日（木）１2：30～ 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 6月1日（月）１8：30～ 

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月8日（月）１8：30～ 

［場 所］ 日本料理 おく村 

○平成ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 6月10日（水）１2：30～ 

[変更後] 6月13日（土）9：00～ 

［場 所］ 丸山ハイランド 

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月10日（水）１8：30～ 

［場 所］ マリーグレイス 

○中央ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月12日（金）１8：30～ 

［場 所］ 新茶家 

○城東ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 6月15日（月）１2：30～ 

[変更後] 6月12日（金）18：30～ 

［場 所］ 新茶家 

○東南ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月17日（水）１8：30～ 

［場 所］ 仲むら 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6月17日（水）１2：30～ 

[変更後] 6月17日（水）１8：30～ 

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 6月18日（木）１3：00～ 

[変更後] 6月18日（木）19：00～ 

［場 所］ 未定 

○江南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 6月24日（水）１2：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 6月24日（水）１8：30～ 

○北ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 6月25日（木）１2：30～ 

[変更後] 6月24日（水）18：30～ 

［場 所］ 麦菜館 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 6月25日（木）１9：00～ 

○城東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（月）１2：30～ 

 

新入会員自己紹介 2回目（田中裕司君） 

2 回目の自己紹介をいたします。職業は弁護士です。こ

の度は歴史と伝統ある熊本南 RCに入会させていただき、

誠にありがとうございます。他の団体にもいくつか所属

しておりまして、多数の会員の方とは面識がございます。

若い年代で頑張っていきたいと思いますので、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 

●雑誌委員会（玉田光識君） 

  

 

 

 

 

  まず横書きの 5 ページ、特集としてポリオ撲滅活動

の最新事情が記載されています。ポリオ撲滅活動のペ

ースを落し、再びポリオの流行を招いてしまった場合

には様々なリスクが生じることになるとのことです。

現在までの 110 億ドルの投入資金が水の泡となり、こ

の 110 億ドルのうち、13 億ドルはロータリアンからの

寄付です。今年は、3 月 24 日現在、ポリオの発症数は

パキスタン 20、アフガニスタン１となっており、世界

中のロータリアンによるたゆまぬ努力と支援により

目標達成まであと少しのところのため、ポリオ撲滅の

最大のチャンスとのことです。12 頁から「拓け、若者

の未来を」に独自の奨学金を持つクラブとして公益財

団法人熊本県ロータリー奨学会が紹介されています。
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熊本市域 17 の全クラブからの支援を受けて運営され

ていること、また、元奨学生が公務員となって毎年寄

付をされる方がいることが紹介されています。18 頁か

らのロータリーデー記事内に熊本城東ロータリーク

ラブが 11 月 30 日「風流街浪漫フェスタ」に合わせて

ロータリーデーを開催し、ポリオ撲滅募金活動を行っ

たことが紹介されています。37 頁に第 2720 地区の小

山康直ガバナーの記事があり、ガバナーとしてますま

すロータリーが好きになったとのことです。39 頁に

「ロータリーの友月間」新設の案内があります。44 頁

に第 3回ロータリー活動フォトコンテスト募集中の記

事があり、我が熊本南ロータリークラブも是非投稿し

ましょう。 

次に縦書きについて。まず、岡山県立岡山盲学校講

師の竹内昌彦様の講演要旨が掲載されています。元気

な体をもらったことは幸せなことであること。我々が

見えること、聞こえることはどこかに見えない、聞こ

えない人生を引き受けてくれた人がいるということ

で我々が元気でいることができるのだということだ

と書いておられます。9 頁に「わがまち…そしてロー

タリー」では現在ＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」でも舞

台になっている山口県萩市が紹介されています。「ま

ちじゅう博物館」の城下町を世界遺産にと燃えている

とのことですが、この記事を書かれた後にその萩市の

吉田松陰が主宰した私塾松下村塾などが世界遺産登

録候補になったことは皆さんご存知のことと思いま

す。14 頁の「友愛の広場」より、笛吹 RC 野沢会員の

投稿にロータリーの「4 つのテスト」はお釈迦様の教

えの中にある「八正道」と同じであるとの記事が出て

おります。20 頁の「柳壇」熊本西南 RC 古閑修会員の

投稿があります。  

 

●職業奉仕委員会（北口 誠君） 

 西川尚希会員にご協力いただき、今年度第2回目の職

場訪問を株式会社キューネット様にて15時より開催

いたします。ご参加の方はよろしくお願いいたします。 

 

◆次年度幹事報告（吉永彰一君） 

 本日19時より第4回クラブ協議会を開催いたします。

現・新合同ではございますが、次年度が中心となりま

すので、次年度早々に事業のある委員会は資料をご用

意ください。 

 

●スマイルボックス（園田修司君） 

○松下勝司様（熊本江南 RC） 

 例会出席がとても厳しい熊本江南 RC から来ました松

下勝司です。今日は昔、東南 RAC にいた緒方忠人さん

と偶然再会できました。ロータリーのご縁を感じます。 

○田川憲生君・喜讀宣友君・西川尚希君 

 本日の卓話者、ボヘミアンブラザーズ様に感謝しスマ

イルいたします。面白い卓話と素晴らしい演奏を楽し

みにしております。短い時間ですがよろしくお願いい

たします。また、江南 RC の松下勝司様のご来訪を歓

迎いたします。 

○古財良一君・北口 誠君・木村仁治君 

 ボヘミアンブラザーズの歌とコンセプトがとても素

晴らしいです。皆さん応援をよろしくお願いします。 

○漆島典和君 

 当クラブへの来訪者、江南 RC の松下様を歓迎いたし

ます。松下先輩は高校の先輩です。学生時代はサーフ

ァーでした。 

○後藤 博君 

土曜日、熊本第4G 次年度会長・幹事会がありました。

活発な意見が飛び交って有意義な会議になりました。

尚、ガバナー公式訪問は新年度第1回例会です。皆さ

んお楽しみに！ 

○寿崎 肇君 

 5/16元 RAC地区代表の三好さんの結婚式に参加しまし

た。花嫁さんも同じ時に RAC で、ふたりの挙式を私も

楽しませていただきました。来賓挨拶の堀川会員のお

話には感激いたしました。大変楽しいひと時でした。 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・園田修司君・丸山浩之君 

 馬場大介君 

 5/16（土）後藤会員のご高配で、福岡ヤフオクドーム 

ソフトバンク VS 西武戦を観戦してきました。倉崎・

喜讀両先輩は家族円満のためお一人での参加でした

が、若手3名はしっかり妻や子供たちへの施しの時間

ができました。心より感謝のスマイルをいたします。 

○三角雄介君 

 今回の週報の裏面右下に、小山ガバナーと未来のガバ

ナーが写っていますのでスマイルします。 

 

●外部卓話（三角雄介君） 

「私のこれから 音楽人生と農業人生」 

 山内吉仁様（ボヘミアンブラザーズ） 

 

 

 

 

 

私は現在、南阿蘇村で農業をしています。実際に

自分自身で始めてから今年で5年目です。ミニトマト

のアイコと言う品種 15a(約 1500㎡ )、ピーマン

20a(2000㎡)、稲作120a(12000㎡)他、品種様々のトマ

ト・パプリカ・なす・オクラ・かぼちゃ・ズッキー

ニ等。妻と二人で行い、夏場の7・8・9月の収穫がピ



 4 

ークを迎える時期にはパートの方にも入ってもらっ

ています。冬場はまだ収入が確立できていないため

妻は菊陽のニンジン農家でパート、私は夏作の片付

けと次期作の準備等おこなっています。冬作をどうす

るかイチゴか、スナップエンドウか、ほうれん草、

色々考えていますがまだ確立できていません。沖永

良部で農業をすれば良いのかもしれませんが、阿蘇

の地で多くの知り合いもでき、木之内農園のバックア

ップもあり農地も購入しこの地での農業を決意しま

した。そして何より好きな音楽活動ができることで

す。音楽好きの仲間もでき農業と音楽の両立を楽し

んでいます。音楽は私の父と兄の影響が大きいです。

父は独学でギターを弾きハーモニカも得意です。6歳

年上の兄は、中学校時代フォークを良く聴いていま

した。吉田拓郎～かぐや姫・加川良・あのねのね他

多数。高校で兄はバンドを組んでディープパープルに

のめり込んでいました。私がまだ小学生の頃、兄の持

っているレコードを良く聴いていました。その後私

も中学・高校ともっぱら音楽は聴くことが好きでベ

ストテンは毎週観ていましたし、その頃デビューし

て今でも活躍しているシンガーソングライターの人

たちの曲はほとんど聴いていました。曲を初めて作

ったのは、高校の2年頃で好きだった女の子が島を出

る（転校する）ことになり、その寂しさを歌にした時

少し心がなごみ、それから夢中になって作りました。

現在では、農業をテーマにした曲も作り、音楽を通

して農業の発信をしていきたいと思っています。私

は小さいながらも農業経営者です。私が思うに個々

の農業者はもっと皆さんのような異業種の経営者の

方々と交流を持つべきだと考えます。大手農業法人、

何十人・何百人と雇用されている農業法人などはそ

のような異業種交流は私が知らないだけで行われて

いるかもしれません。現在、私の地域でも農業者同

士の交流はいくつかあります。しかし、皆さんのよ

うな方々との交流は私の知る限り聞いたことがあり

ません。皆さんが抱えている問題、私たちにはない発

想・お互いに経営していく上でヒントになるような

事が異業種だからこそ、未知な部分・新鮮な部分が

あるように思います。今や日本の農業就業人口の７

割超（2010年農林業センサス調べ）が60歳以上です。

将来を考えると企業が参入しない限り、食料の確保

は難しくなっていくでしょう。トヨタが農業法人に

出資したり、イオンが今増え続けている耕作放棄地

を利用して農業参入して生産した農産物を店舗で販

売したり、ローソンしかり、JR も参入しています。

私たちが生きている間は日本の食糧は大丈夫かもし

れません、しかし、私の子が私と同じ年代になった

頃はどうでしょうか？孫が私と同じ年代になった頃

はどうでしょうか？皆さんの子供、孫が皆さんと同

じ年代になった時は食糧はどうでしょうか？木之内

農園会長の受け売りですが、これからの農業は栽培

だけをやるのではなく、「生命総合産業」として農業

を中心に据え、国際協力・教育・技術・環境・福祉・

エンターテイメントなどの分野のプロと連携し、新

たな展開を図る必要があると考えます。今後も音楽

を通して農業の発信を続けて行きたいと思います。

古財氏と知り合いオハイエにも参加する機会も増え

てきました。そこで見て素晴らしいと感じたのが、

古財氏の経営者仲間からオハイエへの寄付です。私

の何千円の寄付とは額が違います。歌の他に私にで

きることはないだろうか？そこで、バリアフリーの

ミニトマト収穫体験を今年考え、普通6ｍ幅のハウス

にミニトマト3畝ですが、1畝減らし、2畝にして通路

を広く取るビニールハウスを1棟整備しています。今

後、小さなライブ演奏もできればと思っています。

皆さんは人を雇いその人の生活を見、その人たちの家

族をも支えている。私には到底まねのできることでは

ありません。しかし、私も食糧と言う人が生きてい

くためには絶対必要なものを作っている、私一人で担

っているわけではないが、多くの農業生産者の一人

として私も誰かを支えているんだと、責任と誇りを

もって今後も農業に取り組んで行きたいと考えてい

ます。そして色んな曲を作り、歌っていきたいと思

います。農業発信のためにも・・・ 

 

◆5/18 第2回職場訪問＠株式会社キューネット 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


