新水前寺にぎわせ隊 川上清太様・吉本祐之様、卓話をありがとうございました！
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会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は新水前寺にぎわ

人で少し軍の指揮を見せてもらうことはできるか」、孫

せ隊の川上清太様と吉本祐之様です。楽しみにしてお

武はこれを了承しました。孫武は宮中の美女 180 人を集

ります。後ほどよろしくお願いいたします。

合させて二つの部隊とし、武器を持たせて整列させ、王

まず、先週 10/19 に熊本第 4G インターシティミーテ

の寵姫二人を各隊の隊長に任命しました。太鼓の合図で

ングが開催され、当クラブからも 16 名の参加がござい

左や右を向くように命令してから「右!」と太鼓を打つ

ました。ご参加された皆さま大変お疲れさまでした。

と、女性たちはどっと笑いました。孫武は「命令が不明

さて、本日はご存知の方も多いと思いますが、兵法

確で徹底せざるは、将の罪なり」と言い、命令を何度も

書「孫子」の作者と言われる、中国春秋時代の軍事思

繰り返した後に「左!」と太鼓を打つと、また女性たち

想家 孫武についてお話したいと思います。呉の王闔閭

はどっと笑いました。孫武は「命令が既に明確なのに実

（こうりょ）は孫武を宮中に呼び出して兵法を問いま

行されないのは、指揮官の罪なり」と言って、隊長の二

した。この時のエピソードが「孫子勒姫兵」です。闔

人を斬首しようとしたところ、壇上で見ていた闔閭は驚

閭が「先生の著作十三篇はすべて読んだが、宮中の婦

き「将軍の腕は既によくわかった。余はその二人がいな
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いと飯もうまくないので、斬るのはやめてくれ」と止め

○菊南 RC～定款に基づき休会

ようとしましましたが、孫武は「一たび将軍として任命

[日

を受けた以上、陣中にあっては君命でも従いかねる事が

○りんどう RC～定款に基づき休会

ございます」と闔閭の寵姫を二人とも斬ってしまいまし

[日

た。そして新たな隊長を選び号令を行うと、今度は命令

○05福祉 RC～熊本第2グループ IM 前に日程変更

どおり進退し、粛然声を出すものもいませんでした。以

[変更前] 11月28日（火）12：30～

後、闔閭は孫武の軍事の才を認めて将軍に任じ、楚国と

[変更後] 12月1日（金）未定

盟を結んでいる鍾吾国と徐国を攻略し勝利します。その

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

後も強国・楚の大軍を寡兵で破った戦いにより孫武の名

[日

は中原に轟きました。

○菊南 RC～熊本第2グループ IM へ日程変更

程] 11月22日（水）12：30～
程] 11月23日（木）13：00～

程] 11月29日（水）12：30～

[変更前] 11月29日（水）12：30～
例会変更のお知らせ

[変更後] 12月1日（金）

○西稜 RC～定款に基づき休会

○りんどう RC～熊本第2グループ IM へ日程変更

[日

[変更前] 11月30日（木）13：00～

程] 10月30日（月）18：30～

○西 RC～定款に基づき休会
[日

[変更後] 12月1日（金）

程] 10月31日（火）12：30～

○東 RC～定款に基づき休会

幹事報告（玉田光識君）

[日

1.ヒロ・デザイン専門学校より「第14回高校生ファッション画コ

程] 10月31日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

ンテスト in 九州・沖縄」実施及びご後援のお礼が届いてお

程] 10月31日（火）12：30～

ります。

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

2.第2720地区ローターアクトより「第33回年次大会参加に対

程] 11月1日（水）12：30～

するお礼」が届いております。

○北 RC～合同例会のため日程変更

3.例会終了後「歴代会長会」を開催いたします。関係各位は

[変更前] 11月2日（木）18：30～

熊日倶楽部へご移動をお願いいたします。

[変更後] 11月13日（月）18：30～
[場

4.10/28（土）「2017-18地区会員増強部門・新進気鋭会員セ

所] ホテルキャッスル

ミナー」の再ご案内です。ご参加のほどよろしくお願いい

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

たします。

程] 11月2日（木）19：00～

○西 RC～親睦会のため日程場所変更

出席報告（金井昌道君）

[変更前] 11月7日（火）12：30～
[変更後] 11月3日（祝）9：00～
[場

所] 県民総合運動公園

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６４名

４１名

68.33％

７８.６９％

出席規定適用免除者

[変更前] 11月9日（木）13：00～
[変更後] 11月9日（木）19：00～
[場

会員数

名誉会員

所] 未定

4名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更
委員会報告

[変更前] 11月13日（月）12：30～

●職業奉仕委員会（永井富士雄君）

[変更後] 11月13日（月）18：30～
[場

皆さま、こんにちは。今年度第1回目の職場訪問を

所] 江藤ボートハウス

○水前寺公園 RC～江津湖清掃のため日程場所変更

渕田俊郎会員のご協力により開催いたしますのでご

[変更前] 11月15日（水）12：30～

案内申し上げます。詳細は後ほど事務局より送付いた

[変更後] 11月19日（日）7：30～

します。多数のご参加をお待ちしております。

[場

（詳細は下記のとおり）

所] 江津湖公園

○西 RC～定款に基づき休会
[日

【日

程] 11月21日（火）12：30～

時】2017年11月20日（月）14：30現地集合

○05福祉 RC～定款に基づき休会

※乗合希望者は14：00ホテル日航熊本1F ロビー集合

[日

【場

所】株式会社ツカサ創研

【内

容】業務説明、社内見学

程] 11月21日（火）12：30～

2

●青少年奉仕委員会（丸山浩之君）
皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、
青少年奉仕委員会では今年度も熊本県水球競技大会
を開催することとなりました。高校生、中学生が頑張
っていますので、是非多数の方に来ていただければと
思います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
（詳細は下記のとおり）
【日 時】2017年11月3日（祝・金）8：00～16：00
【場 所】アクアドーム
※入場無料。3パターンの時間帯を設けています。都
合のつく時間に是非ご参加ください。
●スマイルボックス（山下洋一郎君）
○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・喜讀宣友君
告坂和紀君・杉光定則君
本日の卓話者 新水前寺にぎわせ隊の川上清太様・吉
本祐之様のご来訪を心より歓迎いたします。卓話を楽
しみにしております。
○河津延雄君
10 月 21 日～22 日開催の TKU の日は、台風の影響もあ
りましたが無事終了しました。2 日間で 24380 人の来
場者でした。応援ありがとうございました。
○山口 競君
昨日、五福小学校器楽部が RKK 熊本県小学校器楽合奏
コンクールで審査員特別賞を受賞しました。惜しくも
最優秀賞は取れませんでしたが、すごくがんばってい
たので本当によかったです。
○野間和子君
観月会では熊本南ロータリークラブの品格を落とし
てしまい、大変申し訳ございません。このような私で
すが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
また、本日は所用のため早退します。大変申し訳あり
ません。
●外部卓話（杉光定則君）
「水前寺界隈のにぎわい創出について」
川上清太様・吉本祐之様（新水前寺にぎわせ隊）

3

変厳しい法律がありますが、それを行使しなければ何
の意味もありません。まだ警察に対する恐れ、自分や
家族が恥をかくことへの恐れがあるのです。
Q:インドで育つ中で、この種のハラスメントにあなた
自身も遭遇しましたか？
A:はい、バス、路上、電車で痴漢行為に遭いました。
私がこの仕事を始めたとき、「なぜあなたがムンバイ
で電車に乗らないのかがわかった」と友人に言われま
した。その理由に自分自身も気づいていなかったので
すが、痴漢に遭うといった出来事が自分たちの生活を
どれだけ制限しているか、私たちはわかっていないの
です。
Q:レッドドット財団がどのように女性に力を与えて
きたか、事例を教えていただけますか？
A:セーフシティのアプリを見ていて、（ハラスメント
の）ホットスポットがインドで男性だけのスペースで
ある紅茶屋台の周辺にあることがわかりました。人通
りの多い道にあるので、女性が通りかかると男性たち
がじっと見て声をかけ、脅かしていたのです。女性た
【例会予定】
11/6

ちにどうしたいかと訊いたところ、彼女たちは「じろ

新入会員卓話 平木俊孝君

じろ見るのをやめてほしい」と答えました。私たちの

11/13 RYLA セミナー報告 姫井浩之様・杉光定則君

文化では、女性は男性に直接立ち向かえないのです。

（RKK メディアプランニング）

そこで私たちは、女性のためのアートワークショップ

11/20 会員卓話 田川憲生君
11/27 月間テーマ卓話 林

を開き、近所の壁に「目ではなく、心で見て」と訴え
明様（熊本江南 RC）

る絵を描きました。その後、男性たちの見つめる行為
はなくなりました。そのような行為が不適切であるこ

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）

とを、地域の人びとに分かってもらえたのです。

ロータリー平和フェローが女性へのストリートハラ

Q:この努力がストリートハラスメントの減少につな

スメントや暴力と闘う

がっていると思いますか？

ムンバイのエルザマリー・ジルバさんは客室乗務員と

A:ハラスメントが減ったとは思いません。一つ言える

してキャリアを始め、インド最大の航空会社の 1 つで

のは、それについての会話が増え、女性が自分たちの

副社長にまでなりました。しかし、社会の怒りを巻き

権利についてもっと認識し、事件を報告しようと思う

起こした異常なほど凶悪な 2012 年デリーでの集団レ

ようになっていることです。女性たちが口を開くよう

イプ事件を知り、劇的なキャリア転換を図りました。

になったので、悲しい話をもっと聞くことになるでし

ジルバさんは、女性に対するストリートハラスメント

ょう。

と暴力に取り組むため、インド、ネパール、ケニアの

Q:ロータリー平和フェロー時代に何を学びました

NGO（非政府組織）と協力するレッドドット財団を設

か？

立。同財団は、地域でワークショップを実施し、性的

A:いわゆる「防止」を目的とする私たちの仕事は、実

な嫌がらせやヤジ、痴漢行為に遭った場所をセーフシ

は平和構築につながっているということです。「男ら

ティと呼ばれるネット上のクラウドマッピングに記

しさ」というステレオタイプが日常的に害をもたらし

録するよう女性たちに呼びかけています。ジルバさん

ていることを人びとに理解してもらい、それについて

はチュラーロンコーン大学（バンコク）の元ロータリ

議論し、互いの考えを理解できる安全な場所をつくり

ー平和フェロー です。

ことで、人びとがこうした複雑な問題を乗り越え、自

Q:なぜこの分野で働くことを選んだのですか？

らの力で変化をもたらせるよう手助けしているので

A:性的暴力は世界中に蔓延しています。女性の 3 人に

す。

1 人が少なくとも一度は経験していますが、80%は正式
に苦情を申し立てないのが現状です。インドでは 20
分に 1 件、レイプ事件が起きています。インドには大
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