第５回例会記録（通算第 2655 回）
平成 27（2015）年８月１０日
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。

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

来訪者紹介

1.今日の歌

９/６

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.会員卓話 高宮 宏君

米山奨学セミナー＠熊本市男女共

同参画センターはあもにい
９/１２ 2015-16 RYLA セミナー
＠阿蘇 YMCA

盧 麗娜 様 （熊本中央 RC）
濱田浩成 様
野田珠実 様
2.オハイエくまもとの応援について

李 強君 （寿崎奨学生）

⇒支援することが承認されました。
3.事務局員の給与について
⇒昇給と寿崎奨学会事務手当支給が承認されました。
会長報告（後藤 博君）

4.青少年奉仕委員会より、①ヒロデザイン専門学校へ協賛金1

皆さま、こんにちは。早いもので今年度も１ヶ月が過ぎま
した。短期青少年交換留学事業も先週滞りなく終了いたしま

万円②11/5水球大会＠アクアドームの支援について
⇒承認されました。

した。姉妹クラブ委員長の西川尚希会員はじめ、ホストファ
ミリーの皆さまには大変お世話になりました。ありがとうご

幹事報告（吉永彰一君）

ざいました。さて、先週 8/8（土）に地区大会実行委員会の

1.熊本 RC より「チャリティ公演へのご協力のお願い」が届い

スタッフ会議を開催いたしました。実行委員長 渕田俊郎会

ております。チケット購入希望の方は事務局までお知らせ

員、副委員長 高宮

ください。

宏会員・鎌田 剛会員です。その他、各

委員会の委員長と副委員長も決定させていただきました。今

2.別府北 RC より「創立50周年記念式典のご案内」が届いてお

のところ今回の地区大会が 1 日になるのか、2 日になるのか

ります。参加希望の方は登録申込書に記入をお願いいたし

はまだ決定しておりません。1 日の場合は 2016 年 3 月 26 日
（土）、2 日ですと、3 月 26 日（土）～27 日（日）を予定し
ております。9 月 7 日の例会にて第 1 回目の実行委員会を行
います。よろしくお願いいたします。

ます。（再回覧）
3.来週（8/17）は定款に基づき休会です。次回は8/24（月）
となります。ご注意ください。
4.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。

定例理事会報告（後藤

博君）

1.米山奨学会への寄付について

5．8/11-12は夏期休暇のため、事務局終日不在します。よろ
⇒クラブより＠5,000 円×

しくお願いいたします。

会員数の寄付が承認されました。（特別徴収なし）
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

な事例が紹介されています。次に P26、第2720地区 大分第4
グループの8RC による地元地域を巻き込んだイベント「ロー

出席報告（井上雅文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６０名

３６名

64.28％

８５.１８％

タリーデー」の記事です。募金やバザー、子供たちによるパ
フォーマンス・合唱など、大盛況であったようです。P27に
は、熊本城東 RC の「親子ボート大会」関係の記事。P40～43
は RI 指定記事「ロータリーを最大限に生かす方法」が12項

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

目にわたり紹介されています。中でも、新しい会員特典プロ
グラム「ロータリーグローバルリワード」の利用方法が、国

０名（会員数には含まれません）

際ロータリー（RI）ウェブサイト「会員コーナー」のページ
に掲載されています。どんどん活用していただきたいと思い
例会変更のお知らせ

ます。縦書き P4～8では「出会い、感動、夢への挑戦！」と

○05福祉 RC～創立10周年記念式典に振替

して、下関市教育長の記事です。教育一筋の経験を通じて思

[変更前] 8月25日（火）１2：30～

うこと、感じたことを綴っておられます。最後に P18、卓話

[変更後] 8月22日（土）１3：00～
[場

の泉から「温泉雑学」の記事、温泉に入るときの注意点を8

所] ホテルキャッスル

項目紹介されています。是非ご一読ください。

○水前寺公園 RC～ガバナー公式訪問例会に変更
[日

程] 8月26日（水）１8：30～

●親睦活動委員会（古財良一君）

○平成 RC～ガバナー公式訪問例会のため場所変更
[日

程] 8月26日（水）１8：30～

[場

所] メルパルク

8/3（月）暑気払い＆新入会員歓迎会に多数ご参加いただき、あ
りがとうございました。また、8/19（水）後藤年度 ゴルフコンペに
ご参加の皆さま、よろしくお願いいたします。

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 8月26日（水）１2：30～

［結婚祝］

[変更後] 8月21日（金）未定
[場

馬場

所] 児童養護施設 天使園

啓君

8.20

馬場大介君

8.1

杉田辰彦君

8.28

坂本研一君

8.21

西川尚希君

8.27

鬼塚貴志君

8.28

15-16年度 寿崎奨学生紹介と奨学金交付
李

［誕生祝］

強君へ、4～7月分の奨学金が交付されました。

［結婚祝］

［誕生祝］

委員会報告
●雑誌委員会（丸山浩之君）

野田三郎ガバナー報告

まず、横書き P7～10「仲間を増やすために」どうしたらよ

皆さん、こんにちは。本日は公式訪問の進捗状況についてご報

いか？今現在の日本の会員数は減少傾向にあり、昨年よりや

告いたします。7/6熊本南 RC を皮切りに約1ヶ月が過ぎ、29RC

や歯止めがかかったようです。現状を認識し、金沢百万石

の訪問が終了しました。残りが45RC となり、10/8に終了予定

RC では会員候補を招待した特別例会「オープンロータリー」

です。例会前に会長・幹事会を行い、例会で40分ほどガバナー

を開催し、アットホームなおもてなしで11名中4名が入会さ

アドレス、その後交流会・懇親会を開催いただいております。

れたそうです。会員維持増強の素晴らしい取り組みだと思い

交流会・懇親会では色々な意見が交わされますので、私自身が

ます。P12～16には、例会のちょっと変わった食事エピソー

非常に勉強になります。皆さまのご協力のお陰で順調に進んで

ド①です。内容から経費削減、ロスをなくすためのさまざま

いる状況です。
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地区幹事報告（堀川貴史君）

○坂本幸樹君

Ⅹ

8/3（月）午前10時に福田病院で第１子の男の子が産まれま
した。名前は最後まで研一とどちらにするか悩みましたが、
僅差で幸大（こうだい）に決まりました。これからは父とし
て、一生懸命仕事と子育てを頑張りたいと思います。よろし
くお願いいたします。
皆さま、こんにちは。先週までに29RC の公式訪問が終了、今

○西川尚希君

Ⅲ

週はお盆休みに入りまして、来週月曜より大分第4グループを

本日は東京出張のため欠席させていただきます。タイムリー

訪問予定です。翌週8/22（土）、熊本05福祉 RC の創立10周年記

に皆さまへお礼をと思いましたが、このような形になり申し

念式典へ参加、翌日は東京にて行われます、ポリオプラス研修

訳ございません。まずもって、8/1～6までの短期青少年交換

セミナーに参加予定です。公式訪問はもう少しで折り返しとな

留学事業では、関係各位の皆さまに大変お世話になりました。

りますが、後藤会長からもお話がありましたとおり、地区大会

皆さまのご協力をもちまして、無事終了することができまし

の準備を進め出したところです。地区大会は当クラブがホスト

た。特に北口

となりますので、皆さま方には色々とご協力いただかなくては

良一会員、星野誠之会員には、ホストファミリー探しに苦戦

なりません。どうぞよろしくお願いいたします。

していた時に、快くお引き受けいただき感謝しております。

誠会員、馬場大介会員、山本

円会員、古財

並びに滞在期間中はご家族の皆さまにも色々とご協力いた
●スマイルボックス（永井富士雄君）

だき、重ねてお礼申し上げます。また、引率者のおもてなし

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・古財良一君

には、後藤会長はじめ、吉永幹事、姉妹クラブ委員会メンバ

坂本研一君・園田修司君・北口

誠君

坂本幸樹会員の第 1 子誕生と、ご来訪の熊本中央 RC 盧
娜様、寿崎奨学生 李

ー、野口会員に大変お世話になりました。入会3年目にして
麗

この大役は、準備を3月末より始めることで色々なご意見・

強様、卓話者の濱田定勝会員・ご子

アドバイスを頂戴し、大変ではありましたが勉強させていた

息の浩成様、及び野田珠実ガバナー夫人のご来訪を歓迎いた

だき、乗り越えることができました。ありがとうございます。

します。毎年この時期になると楽しみにしております。濱田

ロータリー活動と会社の経営の両立を図ることは大変です

会員、本日もよろしくお願いいたします。

が、できる限り頑張りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほ

○堀川貴史君・今村浩昭君
熊本中央 RC 盧

どよろしくお願いいたします。

麗娜さんのメーキャップを歓迎いたします。

○野田三郎君 Ⅱ

○喜讀宣友君
短期交換留学生を受け入れられた皆さまと姉妹クラブ委員

久しぶりの例会出席です。本日の卓話 濱田会員の「私の終

長、お疲れさまでした。また、桜町再開発事業の解体工事を

戦記念日」を楽しみにしています。また、ガバナー公式訪問

4社 JV の一構成員ではありますが、落札することができまし

も熊本南 RC の皆様にご支援いただき、計画通り順調に進ん

た。くじ運だけと言われますが、街が新しく生まれ変わるお

でおります。

手伝いをすることができることに感謝しスマイルいたしま

○堀川貴史君

す。

濱田先輩、本日は卓話をよろしくお願いいたします。また、

○藤見泰之君

応援に駆けつけてくださいました、野田ガバナーならびに珠

8/1～2の IAC 年次大会が無事終わりましたことに感謝しス

実夫人には公式訪問中にも関わらずありがとうございます。

マイルいたします。

○濱田定勝君 Ⅲ

○高宮

宏君

私の戦争体験談をお聞きいただき、ありがとうございます。

本日のロータリーの友、縦書き P8下段の記事で「中山靖雄

感謝を込めてスマイルいたします。

先生」と出ていますが、この人物は熊本高校の同級生です。

○永井富士雄君・原

裕一君・井上雄一朗君

20年ほど前の第2720地区 RYLA はここの（財）修養団で運営

藤見泰之君

していただいておりました。

濱田先輩の本日の卓話、楽しみにしています。また、ご子息

○鎌田

であります、濱田専務のご来訪を歓迎します。
○野口泰則君・高宮

剛君

Ⅲ

仕事でどうしても参加できません。今後もお捨てなきよう、

宏君・堀川貴史君・倉崎保広君

お願いいたします。

原 裕一君・井上雄一朗君・馬場大介君・塩井泰明君永井富

○木村弘訓君

士雄君・藤見泰之君

急な社用のため早退します。お詫びのスマイルです。

8/3（月）坂本幸樹さんに第１子となる「幸大」君がお生ま
れになりました。未来のロータリアンに大いなる祝福を込め
てスマイルいたします。
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●会員卓話（坂本研一君）
「私の終戦記念日」

濱田定勝君

山形県神町海軍航空隊、現在の山形空港で昭和 20 年 7 月
飛行訓練の基礎技衛を卒業した私たちは 8 月 7 日実用機彗星
艦上爆撃機の訓練のため名古屋の航空隊に転勤を命じられ

◆8/24 第6回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

移動中一時、福島県郡山航空隊に着任しておりました。そし

会員増強の３つの要素

て、昭和 20 年 8 月 15 日正午、日本国民の多くはラジオの近

今月は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。高宮

くに集まり、昭和天皇陛下の玉音放送を聞きました。初めて

会員

維持増強委員長も本年度会員数 72 名の目標にむけて頑張っ

聞く陛下のお声は雑音も多く意味が良く解りませんでした。

ておられますので今週は会員増強についてお伝えします。

日本が戦争に負けたと解った時、しばらくは信じられず唯々

会員増強の 3 つの要素とは、新会員の勧誘、現会員の維持、

呆然としておりました。その日の午後、厚木飛行場から零戦

そして新クラブの結成です。

が飛んできて「最後の本土決戦を挑む決起されたし」と書い

会員増強の活動

たビラを撒いて引き上げて行きました。夕食後「総員整列」

一人でも多くの適格者にクラブに入会したいという興味を

の命令が下りました。予備学生出身の将校が吾々に向かって

与えるため、またクラブ会員の減少を防ぐために、クラブは

静かに口を切りました。
「これから云うことは命令ではない」

内部の拡大のために現行規定を十分かつ意図的に利用し、ク

「目をつぶれ！」
「決起する者は一歩前へ！！」。短い時間で

ラブのプログラムを改善し、地元地域社会への奉仕を維持・

したが長く苦しい時間でした。気付いた時には全員一歩前に

改善し、会員にとっての意義を保ち、個々の会員を効果的に

進んでおりました。この時の様子は城山三郎の著書「一歩の

参加させ、その関心を絶えず引き付けるよう次の活動を行う

距離」に書かれております。（そもそも特攻は侵略攻撃では

べきである

ありません。戦いで滅び行く祖国や家族を守るため命を捨て

1.会員増強のための現行規定を十分かつ意図的に利用するこ

る防衛戦です。）早速、落下傘の生地で作ったマフラーが配

と。

られ、新たに特攻隊が編成され綾（あや）特攻隊と命名され

2.潜在的な職業分類を探るために地域社会内の事業および専

ました。早朝から夜迄激しい特攻訓練が実施され、8 月 20

門職の業務を特定し、それに該当する資格ある候補者を探し

日迄続きます。私にとってはその日が終戦の日となります。

出すこと。

吾が国では 8 月 15 日を終戦記念日と定めておりますが、連

3.奉仕活動を常に地域社会にとって意義あるものにし、プロジ

合国側はミズリーの甲板でポツダム宣言に日本が調印した

ェクトと奉仕活動について地域社会に効果的に知らしめる

9 月 2 日が日本の敗れた日と考え、それから日本の占領が始

こと。

まります。米国の GHQ が一括して統治することになり、マッ

4.奉仕活動を常に地域社会にとって意義あるものとし、会員の

カーサーがそのトップとして君臨することとなります。日本

関心を絶えず引き付けるものとすること。

が真に主権を獲得出来たのは昭和 27 年 4 月 28 日サンフラン

5.個々の会員を効果的に参加させ、その関心を絶えず引き付け

シスコ条約に調印した時であります。その間、日本が 2 度と

るようなクラブ活動を行うこと。

立ち上がれない様に、日本人は徹底的に洗脳され 70 年たっ

6.改善を要するプログラムと分野を特定するため、クラブの評

た今日に至っております。その間、日本人の歴史観に大きな

価活動を定期的に行うこと。

影響を与えました。日本を取りまく世界環境は大きく変化し

7.各クラブは自己の会員傾向を調べ、満足すべき進展があるか

ております。一日も早く平和ボケから眼をさましましょう。

否かを検討し、それによって健全な発展を遂げるための対策

戦争が起きない保証はどこにもありません。その異常な状態

を講じる必要がある。

は阻止し平和を守らなければなりません。しかし、万一の時

8.ガバナーとその他の地区指導者はクラブに協力し、会員が増

は自分の国は自分で守ると云う強い愛国心を持つことが大

えない理由を取り上げ、可能な改善策を明確にすべきである。

切ではないでしょうか？

9.瑕疵なき会員が新しい地域社会に移転することを考慮する
際に、その会員のクラブは、新しい所在地域のクラブにその
会員の移転に関する情報を提供すべきである。
（手続要覧より抜粋）
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