第３５回例会記録（通算第 2725 回）
平成 29（2017）年５月１５日
本日の会員卓話 吉村郁也君の「北朝鮮情勢」より。

斉唱 国家 君が代

５/２７ 2017-18 地区会員増強セミナー
＠熊本学園大学
６/４ 竹田 RC 創立 60 周年記念式典

1.今日の歌

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告

＠ホテル岩城屋
６/５ 年祝い＠代継宮/松葉
６/２４-２５ 第 32 回地区 RA 研修会
＠ホテルアーク熊本城前

4.外部卓話 坂本一生様
（NPO 法人 オーケストラ創造）

来訪者紹介
ございません

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は吉村郁也会員
です。後ほどよろしくお願いいたします。

「あら楽や 思ひは晴るる 身は捨つる 浮世の月に か
かる雲なし」という辞世の句を詠まれています。明治

さて本日は、
「大和魂」についてお話したいと思い

維新にも勤皇の志士たちが処刑されるわけですが、

ます。皆さま「神風連の乱」をご存知でしょうか？

我々日本人はそれがすべて正しいのかわかりません

1876年（明治9）に熊本市で明治政府に対するこの年

が、
「義」をとても大事にします。このところ世界情勢

起こった一連の士族反乱の口火を切った反乱です。

は大変不安な状況です。私もロータリアンとして男と

1876年10月24日に旧肥後藩の士族・太田黒伴雄（お

して、家ではまず家族を、職場では社員を、外では周

おたぐろともお）、加屋霽堅（かやはるかた）、斎藤

りの人を守っていきたいと思います。

求三郎ら、約170名によって結成された「敬神党」に
より廃刀令に反対して起こされた反乱です。この敬

出席報告（木村仁治君）

神党は「神風連」の通称で呼ばれていたので、この
反乱を「神風連の乱」と呼ばれています。当時、代

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

継宮の禰宜職であった愛敬正元さん、元吉さん親子

６２名

４０名

70.18％

７０.６９％

も決起し自決されています。最年少の太田三郎彦さ
んは、
「この春に 初めて匂う 若梅の 若き心を 人に
知られぬ」という辞世の句を詠み自決されています。

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

また、皆さまご存知の忠臣蔵で有名な大石内蔵助は
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

幹事報告（坂本研一君）

藤木正幸会員報告

1.平成音楽大学より「熊本・大分地震プロジェクト支援」のお

皆さま、こんにちは。久しぶりのホーム例会出席です。

礼が届いております。

5月8日～14日まで、アメリカ モンタナ州に行ってきま

2.地区事務所より「E クラブ仮例会開催のお知らせとご案内」

した。今回、御船町恐竜博物館でモンタナ州立ロッキー

が届いております。

博物館の特別展示を行います。先方より恐竜の化石を持

3.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

ってくるにあたり、モンタナ州立大学との提携証及びモ

ご参加をお願いいたします。

ンタナ州の許可が必要とのことで、急遽調印式に行った

4.本日 19：00～「クラブ協議会」会場は、都合により 7F「ガー

のですが、MONTANA,Bozeman SunriseRC で私の歓迎会を

デンバンケット」に変更いたします。ご注意ください。

してくださいました。どこから私がロータリアンだと伝
わったのかわからないのですが、Bozeman 市長や州立大

例会変更のお知らせ

学長も参加いただき、熊本の状況等お話してまいりまし

○水前寺公園 RC～合同例会のため場所変更

た。海外でもこのような繋がりを持つことができ、ロー

[日

程] 5月17日（水）12：30～

タリアンでよかったと思いました。また、バナーをいた

[場

所] 宝塚ホテル

だいてまいりましたのでご報告申し上げます。

○水前寺公園 RC～昼例会へ時間変更
[変更前] 5月24日（水）18：30～
[変更後] 5月24日（水）12：30～
○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月30日（火）12：30～

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月31日（水）12：30～

○東南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月31日（水）12：30～

○水前寺公園 RC～夜例会へ時間変更
[変更前] 5月31日（水）12：30～
[変更後] 5月31日（水）18：30～

2017-18（次年度）姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君）

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月31日（水）12：30～

○中央 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 6月9日（金）18：30～

[場

所] 青柳
皆さま、こんにちは。次年度短期青少年交換留学事業

定例理事会報告（漆島典和君）

を8月3日（木）～8日（火）の日程で実施いたします。

1.新入会員について

募集しておりますホストファミリーにつきまして、現在

⇒斉藤

淳様、平木俊孝様の入会が承認されました。

2.戦略委員会について
（馬場大介・後藤

2家族より受け入れの了承をいただきましたが、留学生

⇒承認されました。委員14名

の予定が6名となっております。まだまだ不足しており

博・堀川貴史・今村浩昭・久峨章義

ますので、是非ご協力のほどよろしくお願い申し上げま

喜讀宣友・倉崎保広・河津延雄・丸山浩之・園田修司

す。

坂本研一・玉田光識・漆島典和・吉永彰一）
3.丸田秀一会員の退会について
⇒6/30付退会が承認されました。
4.4/3花見の会報告
⇒坂本幸樹親睦活動委員長より収支報告
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委員会報告

は第 2690 地区の老人ホームでハンドマッサージの取

●IAC 委員会（藤見泰之君）

り組みが、P.17～18 は第 2530 地区のコンサート開催
が紹介されております。P.22 から、ロータリー財団の
おける「寄付金の流れ」の記事があります。P.23 上段
にありますとおり、ロータリー財団は財務の健全性と
説明責任と透明性の徹底が評価されてチャリティー
ナビゲーターから最高の 100 満点をもらっております。

皆さま、こんにちは。本日テーブルに配布しており

内容は、中段にありますとおり「寄付金の用途を指定」

ます、第2720地区 職業奉仕プロジェクト委員会主催

していること。P.24 にありますとおり 3 年がたつと、

の5月28日（日）
「きみも起業してみないか！」のご案

寄付金の投資による収益は財団の運営費に充てられ

内です。対象が高校生・大学生・専門学生・IAC・RAC

ること。管理運営費はわずか 9％でほとんどが寄付金

となっておりますが、ロータリアンの参加も可能です。

に充てられております。P.25 にありますとおり、グロ

ご参加されたい方は事務局までお知らせください。よ

ーバル補助金プロジェクトには持続性の 6 つの要素が

ろしくお願い申し上げます。

必要と厳格な基準があります。P.26 にはさまざまな分
野の専門家 700 人が財団に揃っていることで効果的な

●雑誌委員会（向臺行雄君）

補助金プロジェクトが可能となっていること。P.27 に
はその「活動成果」のモニタリングと持続可能性をし
っかり捉えているとの説明があります。これらの仕組
みの結果、最初に申し上げた 100 点満点となっており
ます。P.31 に熊本地震に関して阿蘇 RC の記事があり
ます。阿蘇 RC は 50 周年を迎えますが、初代 2 代目会

今月は「青少年奉仕月間」となります。先ずは、横

長は当時阿蘇神社の宮司さんだったそうです。阿蘇神

書きの P.7 をご覧ください。P.7～13 にかけて、ロー

社復興支援金の募集を行っておりますのでご案内申

タリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）の各地区

し上げます。

の取り組みの紹介記事があります。（RYLA＝13～30 才

続いて、縦書きに移ります。P.22～30 にかけてロー

対象。ロータリーについて学ぶ集中研修プログラム。

タリーアットワークの紹介があります。P.23 上から 3

P.8 は第 2660 地区の「ロータリーパパ＆ママ」制度の

段目に八代東 RC の記事があります。P.25 には熊本東

取り組みをされております。2003-04 年度からのロー

南 RC の児童養護施設・母子生活支援施設向けの通学

タリアンが受講生と一緒に全てのプログラムに参加

用自転車購入支援プロジェクトがございます。

し 2 泊 3 日で寝食を共にしております。P.9 は我が第
2720 地区の取り組みです。9 月 3～4 日「その時どー

●スマイルボックス（西川尚希君）

する？ピンチに強いリーダー論」と題して開催されま
した。特色は①できるだけ参加費を安くして参加しや
すい環境を整えております。②参加者の多くが参加後
にローターアクトに入会しており、将来のロータリア
ンにつながる取り組みです。P.10 は第 2830 地区の「地
域のリーダーを育てる」という取り組みです。P.11 は

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君

第 2750 地区の「持続性を尊重」という取り組みです。

吉永彰一君・北口 誠君

具体的には RYLA を修了した受講生（ライラリアン）

本日の吉村郁也会員の卓話は楽しみで本当に夜も眠

は次年度以降の支援やライラリアン同志の親睦等の

れませんでした。今、日本が本当はどのような状態に

持続的な活動をされております。P.12 は第 2710 地区

あるのか、赤裸々にお話いただけると思います。

「リーダーシップ スポーツ雪合戦に学べ」の記載が

○寿崎

肇君

あります。P.13 は第 9 回全国 RYLA 研究会が開催され

例会出席率100％の日をつくっていただいております。

た記事があります。RYLA 実施は 34 地区のうちの 28 地

会員は会費を払う義務、Rの友を購入する義務、そし

区で、認知度の低さが共通の課題でした。P.14～18 は

て例会出席の義務、これが一つでも欠けますと会員と

「過去から今、そして未来へ インターアクター」各

しての資格がなくなります。100％出席の日をつくら

地区の取り組みが紹介されております。P.14～15 は第

れた出席委員長にロータリークラブ会員として感謝

2550 地区の台湾のインターアクターとの交流が、P.16

いたします。
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○藤木正幸君

Ⅱ

【例会予定】

久しぶりの出席です。御船町の子供たちにありがたい

5/29 調整中

ご支援を感謝いたします！

6/5

調整中

6/12 調整中
●会員卓話（杉光定則君）

6/19 常任委員長退任挨拶
6/26 会長・副会長・幹事退任挨拶
◆RIニュース（国際ロータリーHPより）
ロータリーがグーグルと提携し、善意の活動が世界に
与える影響を追体験できるバーチャルリアリティ映
像を制作

「北朝鮮情勢」

吉村郁也君

ロータリーはこの度、「ポリオ」と「平和」という 2
つのテーマを扱った 3 分間のバーチャルリアリティ映
像を制作しました。360 度のこの映像は、見る人があ
たかもその場にいるような感覚を与えます。紛争地域
の一人の子どもの生活を追った映像で、ささやかな思
いやりの行為がいかに大きな影響を与えているかを、
現場の目線で追体験できます。この映像の初披露会が、
アトランタで開かれるロータリー国際大会中、6 月 13
日に行われます。その後は、10 月 24 日の「世界ポリ
オデー」に向けて広く公開される予定です。ロータリ
ーがバーチャルリアリティ技術を導入したのは、これ
が初めてではありません。2016 年 10 月、ユニセフの
支援の下、ロータリー初となるバーチャルリアリティ
映像「I Dream of an Empty Ward（ポリオ病棟に患者
がいなくなる日を夢みて）」を制作。この映像では、
2011 年以来ポリオ症例がないインドで、幼少時にポリ
オによって足がまひしてしまった少女、アロキタさん
の現在を紹介しています。まるで実際にデリーの街中
にいるような感覚になるこの映像は、インドの人びと

【RAC・IAC の例会日程について】

の生活や、ポリオをなくすそうと努力する人たちの様

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

子を伝えています。また、インド唯一のポリオ病棟が

日時：5月25日（木）20：00～

あるセント・スティーブンス病院で、11 年ぶりに自分

場所：西部ガス

の足で歩くアロキタさんの姿を感動的にとらえてい

内容：未定（社会奉仕）

ます。

○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：5月24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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