第３８回例会記録（通算第 2647 回）
平成 27（2015）年６月８日

朝 日 生 命 保 険 向 臺 支 社 長 の入 会 を歓 迎 します。楽 しいロータリーライフを！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」

来訪者紹介

1.今日の歌
2.来訪者紹介

６/２０ IAC 次期会長・幹事研修会
＠ユースピア熊本

3.会長･幹事・各委員会報告

６/２７ 2015-16 会員増強セミナー

4.外部卓話 島崎征夫様
（熊本県企画振興部 部長）

＠ホルトホール大分
７/１１ 広報（IT）研修会＠グランメッセ熊本
７/２５ 管理運営・職業奉仕セミナー
＠熊本保健科学大学

辻口孝志様（日本エア・リキード株式会社）
藤枝雅喜様

会長報告（田川憲生君）

となり、2 年半で撤退。オランダ軍が再度インドネシア

皆さん、こんにちは。5 月 31 日から 6 月 4 日まで蒲

に上陸し、独立運動が展開されます。その時、二千人

島知事をトップとする約百人で、インドネシアの首都

ほどいた日本人の兵隊がインドネシアの人たちと一緒

ジャカルタを訪問しました。私は熊本商工会議所会頭

に戦い、独立を勝ち取りました。日本人は約千人がこ

としての立場で参加しました。狙いは経済の発展が顕

の戦いで死んだそうです。インドネシアの人々が親日

著なインドネシアとの経済交流と東京オリンピック

的だという理由はこういうことだったのです。太平洋

時にインドネシアのバドミントンが熊本をベースキ

戦争では、日本がアジアの国を植民地から解放したと

ャンプ地に選んでほしいとの要請でした。また、バリ

いう人たちがいます。それは戦争を美化するものでし

島では州知事との会見があり、熊本県とバリ州政府と

かないと思っていましたが、ことインドネシアについ

の姉妹提携を進めようとの話が一挙に進みました。世

てはまさにそうだったということが言えるのではない

界で親日的な国は台湾だと思っていましたが、それ以

でしょうか。インドネシアは経済発展にインフラ整備

上にインドネシアは親日的だということが分かりま

が間に合わず、凄い渋滞が発生しています。また、林

した。インドネシアは 350 年にわたって、オランダの

立する高層ビルの下にはまだまだ貧しい民家があり、

植民地でした。オランダはインドネシアの反発や団結

貧富の差が結構あると見られます。時差はジャカルタ

を防ぐため、二百数十ある民族の統一語を作らせず、

が 2 時間、バリが 1 時間です。一番いい季節は南半球

しかも労働は下働きだけに限定し、一切要職に付けさ

ですから、8 月から 9 月が湿気も少なく涼しいとのこと

せなかったそうです。太平洋戦争(大東亜戦争)では石

でした。

油資源を求めて日本軍がインドネシアへ侵攻、オラン
ダ人は日本軍と戦わず、逃げたそうです。その時、日

幹事報告（喜讀宣友君）

本はインドネシア人に勉強するよう徹底的に指導し、

1.本日例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係

とても歓迎されたとのことです。しかし、日本は敗戦
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

各位はご出席をお願いいたします。
Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

定例理事会報告（田川憲生君）

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更

1.田邉信一会員の退会について ⇒ 承認されました。

[日

2.杉光定則様の入会について（浅山弘康会員より交代）

［場 所］ ホテル日航熊本 桃李

⇒ 承認されました。

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

程] 6月29日（月）１8：30～

[変更前] 6月30日（火）１2：30～
[変更後] 6月30日（火）１8：30～

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６２名

出席数
３７名

出席率

前々回
修正出席率

66.07％

７７.５９％

出席規定適用免除者

6名

［場 所］ ニュースカイ ブランミュール
○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 6月30日（火）１2：30～
[変更後] 6月30日（火）１9：00～

欠席記録免除者 1名

［場 所］ 松屋本館
○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

[日

程] 6月30日（火）１2：30～

例会変更のお知らせ

新入会員自己紹介 2回目（向臺行雄君）

○城東ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

皆さん、こんにちは。2回目の自己紹介は会社について

[変更前] 6月15日（月）１2：30～

お話したいと思います。朝日生命は1888年創業、今年で

[変更後] 6月12日（金）18：30～

127年になります。当時は「帝国生命」という名前でし

［場 所］ 新茶家

た。歴史が長いですので「業界初」というものがいくつ

○西ＲＣ～定款に基づき休会

かございます。まず、明治36年に OL のはしり、女性事

[日

程] 6月16日（火）１2：30～

務員を多数採用、昭和23年に業界に先がけ団体月払保険

○東南ＲＣ～親睦会のため場所変更

の取扱いを開始しました。また、朝日生命といいますと

[日

「体操クラブ」が有名かと思います。平成18年には「女

程] 6月17日（水）１8：30～

［場 所］ 仲むら

性の品格」で有名な坂東眞理子氏を社外取締役にお迎え

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間変更

し、厚生労働省の平成22年度「均等・両立推進企業表彰」

[変更前] 6月17日（水）１2：30～

において、厚生労働大臣優良賞を受賞しました。保険業

[変更後] 6月17日（水）１8：30～

界は保険営業の他にも資産運用がございます。私も入社

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間変更

以来8年間、資産運用業務に携わっておりましたが9年目

[変更前] 6月17日（水）１2：30～

にして営業へ異動となり、こちらのほうが楽しく現在に

[変更後] 6月17日（水）１8：30～

至っております。今度ともどうぞよろしくお願いいたし

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更

ます。

[変更前] 6月18日（木）１3：00～
[変更後] 6月18日（木）19：00～

委員会報告

［場 所］ 未定

●雑誌委員会（高宮

宏君）

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程変更

まず横書きのページより、3ページ RI 会長メッセージ

[変更前] 6月23日（火）１2：30～

「偉大な輝き」として、この1年間を振り返り「ロー

[変更後] 6月27日（土）18：00～

タリーに輝きを」の目標に向かって全ロータリアン

○江南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

120万人が実践活動に協力してくれたことに大変感謝

程] 6月24日（水）１2：30～

され、次年度皆さんが引き続き「ロータリーに輝きを」

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

与え、「世界へのプレゼントになろう」と結んでおら

[日

程] 6月24日（水）１8：30～

れます。次に7ページ、ロータリー親睦月間の特集「興

○北ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

味を楽しむ ロータリーを楽しむ」より、親睦活動グ

[変更前] 6月25日（木）１2：30～

ループ（ロータリアン・ロータリアン配偶者・ロータ

[変更後] 6月24日（水）18：30～

ーアクターなら誰でも参加できるロータリーならで

［場 所］ 麦菜館

はの国際交流の機会）のスポーツ・グルメといった趣

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会

味や関心から、医者や弁護士などの職業を中心とした

[日

程] 6月25日（木）１9：00～

グループまで多岐にわたる活動の記事です。11ページ

○城東ＲＣ～定款に基づき休会

に親睦活動グループ一覧が掲載されています。さしず

[日

程] 6月29日（月）１2：30～

2

め私が入るとするなら、「カーニバル、パレード、祭

その心を家庭、会社、地域へと及ぼしていく、そのよ

典」でしょうか。この親睦活動グループは各クラブ内

うな人を育てることを目標としています」と書かれて

にある同好会と違って RI 理事会で審査を受け、公式

います。31ページ、本渡 RC の記事が出ています。ご

認定されたものです。少なくとも3カ国の会員を含み、

一読ください。

年に1回はニュースレターを発行し、会員が顔を合わ
せて交流を図る機会を設けることなどが求められま

●スマイルボックス（園田修司君）

す。次に12～16ページは独自の奨学金制度を持つクラ

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・藤見泰之君

ブの紹介です。私たちの R 寿崎奨学会もここに掲載さ

本日の卓話者、日本エア・リキード㈱の辻口様に心か

れるべき活動だと思います。次に17～21ページ、ロー

ら感謝します。おもしろい卓話を期待しております。

タリーデー開催についての中に、20ページ熊本西 RC

また、オブザーバーでお越しの藤枝様を歓迎いたしま

「第3回 熊本西ロータリー杯 駅伝・マラソン大会」

す。例会をお楽しみください。ご入会いただくことを

の記事が出ています。3年前から取り組まれ、熊本県

祈念いたします。

下の児童養護施設の子どもたちを招き、今年も300人

○高宮

宏君

以上の子どもたちや関係者が集まり盛大に開催され

本日の卓話、辻口孝志さんの話を楽しみにしています。

たようです。次に22ページ RYLA について、プログラ

また、田川会長、サッカー協会会長就任おめでとうご

ムの活性化という記事が出ています。皆さん「RYLA」

ざいます。

のことをご存知でしょうか？正式には(Rotary Youth

○原

裕一君

Leadership Awards=ロータリー青少年指導者養成プロ

本日の卓話者、辻口孝志さんは私がアメフト社会人の

グラム)です。主要なカリキュラムは、より良き指導

現役時代からの仲間です。公私ともに多忙の中、卓話

者の養成で、ロータリーの理念や実践活動の内容をよ

をお願いしたのですが、普段聞けないお話をたくさん

く知り、理解しながら、伝達力の重要性や問題解決や

してくれると思います。これからもよろしくお願いし

紛争処理能力を養うとともに、地域社会の市民であり、

ます。

グローバルに活動できる良き指導者を育てることで

○玉田光識君・久峨章義君・後藤

す。28～33ページは海外の子どもたちへの支援活動報

吉永彰一君・倉崎保広君・原

告です。やはり水問題が多く、次に医療活動の支援が

井上雄一朗君

多いようです。34ページ、青少年プログラムの新しい

本日はロータリーの見学に藤枝社会保険労務士に来

ロゴの紹介です。35ページに我々第2720地区 地区大

ていただき、ありがとうございます。ぜひ入会してい

会の報告記事、39ページは第2720地区の天草パールラ

ただくことを強く願っています。

イン・竹田・玉名中央・多良木 RC の事務所変更のお

博君・川越

武君

裕一君・井上雅文君

○永井富士雄君

知らせが出ています。次に縦書き4ページ「子どもた

田川会長、サッカー協会会長就任おめでとうございま

ちに寄り添う」-第2750地区 東京あけぼの RC 加盟認

す。体に留意し頑張ってください。昨日、日本ゴルフ

証状伝達式 記念講演-より、子どものいじめについて

選手権で、友人の孫 永野竜太郎君が2位タイで久しぶ

詳しく述べられています。その中に中学3年生の男の

りの上位入賞でした。皆さま応援をよろしくお願いし

子が、いじめが原因で自殺未遂した話がありますが、

ます。

「学校なんか行かなくていい、ただ生きていてくれさ

○川越

武君

Ⅹ

えすればいい」と初めて親が言ってくれたことで「も

この度は年祝いで当店をご利用いただきまして誠に

う一度生きてみようかな」と思ったそうです。親の一

ありがとうございました。特に熊本南 RC で卒寿のお

言がどれほど重要か、子どもを絶望の淵に追い落とし

祝いができるということは大変素晴らしいことと思

たり、逆に生きる勇気を与えることにもなるのです。

います。当クラブに在籍していることを誇りに感じま

子どもが自分の人生を自分で選んで誇り高く歩いて

す。ありがとうございました。

いく、これが「人権保障」なのです、と結ばれていま

○山本博史君

す。次に15ページ丸亀 RC 横田会員「ロータリーを一

先週6/1は新茶家にて年祝いの会を開いていただき、

言で言うならば」より、「ロータリアンには例会に出

感謝のスマイルをいたします。還暦ということで、新

席することで、奉仕の心（思いやりの心）を学びます。

たな気持ちで健康に気を付け、次回の古希の祝いを目

その心を持ったロータリアンが、自分の職業を通じて

標に頑張ろうと思います。

世の中に貢献していく、これがロータリーの目指すと
ころです」、
「ロータリーは学校のようなところで、例
会で異業種の方々と交わり職業論理、人間性を高め、

3

○後藤

博君

今日、TKU「かたらんね」の中で会社が紹介されまし
た。番組の途中から電話が掛かり始めました。TV の影
響はすごいです。
○坂本幸樹君
2年前の6/9に、ここホテル日航熊本で結婚披露宴を挙
げさせていただきました。熊本南 RC の皆さまにも大
勢出席していただきました。おかげで今でも嫁とラブ
ラブでございます。感謝のスマイルです。
○鎌田

剛君

例会2回欠席してしまいました。「オーシャンズ7」と
いう居酒屋を開業しまして、そちらの方に手を取られ
ていました。申し訳ございません。
○井上雄一朗君
久しぶりのホームクラブ例会出席です。
●外部卓話（三角雄介君）
「水素エネルギー関連事業について」
辻口孝志様（日本エア・リキード㈱）

4

