2018-19 年 度 短期 青少年 交換留 学生の 皆さん 、報告 立派 でし た！
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ら言うことは命令ではない。目をつぶれ。決起するもの
は一歩前へ」。これと同じ状況が城山三郎の著書「一歩
会長報告（喜讀宣友君）

の距離」に書かれているということでお盆休みに私も読

皆さん、こんにちは。本日の国歌斉唱はいつにも増

んでみました。すでに絶版になっており、アマゾンの中

して身の引き締まる思いが致しました。毎年、この時

古本を買いました。果たして、今同じ状況が訪れたとし

期になると、故濱田定勝会員の卓話が思い出されます。

て、その一歩が踏み出せるでしょうか？濱田会員他全員

濱田会員は、予科練鹿児島海軍航空隊に入隊後、飛行

が前に進み、8 月 20 日つまり今日まで綾（あや）特攻隊

術練習生（飛練）として台湾虎尾（こび）飛行隊に入

として早朝から夜まで特攻訓練を続けたそうです。それ

隊、卒業後、日本に帰国し、郡山の第二郡山航空隊に

故、濱田会員にとっての終戦記念日は今日だそうです。

一時寄留されているときに８月 15 日の終戦を迎えられ

毎年、卓話の中で、戦争というものは、勝っても負けて

たそうです。ラジオで昭和天皇の玉音放送を聞かれた

も、みじめで、悲壮で、悲惨で、絶対やってはいけない

ときは、雑音も多く意味が分からず、日本が戦争に負

と、実体験を通しておっしゃっておられました。しかし

けたと解ったときは、しばらくは呆然としていたそう

ながら、万が一の時には自分の国は自分で守るという強

です。しかし、その日の午後、厚木飛行場から零戦が、

い愛国心を持つことも大切であると言われておりまし

2 機飛んできて「最後の本土決戦を挑む。決起された

た。我々はその言われていたことの本質を変えずに次の

し。
」と書かれたビラを撒いて引き上げたそうです。夕

世代に伝えていく義務があると思っております。本日の

食後、「総員整列」の号令がかかり、将校が、「これか

卓話は、若い世代。8 月 2 日から 8 月 7 日まで行われた
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台湾の台北大同 RC との青少年短期交換留学事業の報告

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

会です。井上雄一朗会員の息子さん、詩流君、田中靖昭

[日

会員の息子さん、宏樹君、原会員の息子さん、琢也君、

○菊南 RC～定款に基づき休会

大津会員の息子さん、亮都君、藤木会員の娘さん、みゆ

[日

ちゃん。
私も 5 日まで同行し、
例会にも参加しましたが、

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

皆最初から仲良く話したり、例会の発表も堂々としたも

[日

のでした。最近の若い世代は、海外でも物おじせずに実

○平成 RC～親睦会のため場所変更

力が出せるのかなと思いました。KC さんも「昔の子供は、

[日

程] 9 月 26 日（水）18：30～

ホームシックで泣く子が何人かいたけど、今はいない

[場

所] 未定

程] 9 月 19 日（水）12：30～
程] 9 月 19 日（水）12：30～
程] 9 月 26 日（水）18：30～

ね。」と言われていました。一般の家庭で過ごした一週
間。貴重な経験をしたことを、我々大人が忘れてしまっ

2019-2020（次年度）地区役員委嘱伝達式

た皆さんの歳の、目と感性で、思ったこと、感じたこと

管理運営部門長（堀川貴史君）

をストレートに聞けることを本日は楽しみにしており
ます。宜しくお願いします。
以上、会長報告とさせて頂きます。

出席報告（森本康文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

４７名

79.66％

９０.００％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

新入会員自己紹介 2回目（新田義正君）

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（倉崎保広君）

皆さま、こんにちは。新入会員の新田です。現在44歳、

1.姫路南 RC より7月週報が届いております。

福井県出身です。熊本に来てまだ2ヶ月のため、わから

2.2019-2020年度（次年度）地区役員委嘱状が届いてお

ないことだらけです。皆さまに色々教えていただければ

ります。

と思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

例会変更のお知らせ

委員会報告

○グリーン RC～G 公式訪問合同例会のため時間変更

●親睦活動委員会（坂本幸樹君）

[変更前] 8 月 27 日（月）18：30～

［誕生祝］

［結婚祝］

[変更後] 8 月 27 日（月）12：30～

馬場大介君

8.1

○東 RC～G 公式訪問合同例会のため日程変更

坂本研一君

8.21

[変更前] 8 月 28 日（火）12：30～

平木俊孝君

8.24

[変更後] 8 月 31 日（金）12：30～

西川尚希君

8.27

○05福祉 RC～創立13周年記念例会のため時間変更

鬼塚貴志君

8.28

杉田辰彦君

[変更前] 8 月 28 日（火）12：30～
[変更後] 8 月 28 日（火）18：30～
○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 29 日（水）12：30～

○水前寺公園 RC～G 公式訪問合同例会のため場所変更
[日

程] 9 月 5 日（水）12：30～

[場

所] キャッスル

○平成 RC～G 公式訪問合同例会のため場所変更
[日

程] 9 月 5 日（水）12：30～

[場

所] キャッスル

［誕生祝］
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●雑誌委員会（雑賀庸泰君）

性、女性の別なく奉仕する気持ちを持った人の集まり
がロータリーであり、この素晴らしいロータリーを広
めるためには女性の活躍が欠かせません。各クラブで
女性が活躍する場をもっと広げて、女性会員が参加や
すくなることを望んでおります。」と結ばれています。
次の 17 頁の記事では、
「良い人材を集めれば自然と女

今月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。

性会員も増える」と題されています。18 頁の記事は「女

横書の 6 頁をご覧ください。
「ロータリーとは」、
「ロ

性を入れるか、消滅するか」、19 頁の記事は「女性ゼ

ータリーの誕生とその成長」と題する記事が掲載され

ロクラブをゼロに」とそれぞれ題されており、女性会

ています。20 世紀初頭のシカゴにおける商業道徳の欠

員の増強・維持について語られています。22 頁上段に

如に耐えかねた青年弁護士ポール・ハリスが、お互い

は会員数と女性会員の割合の推移がグラフで紹介さ

に信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付合いがそ

れています。世界、日本ともに女性会員の割合が年々

のまま親友関係にまで発展するような仲間を増やす

増加していること、世界の女性会員の割合に比べると

主旨でロータリークラブという会合を考えたことが、

日本の女性会員の割合がかなり低いことが読み取れ

ロータリー誕生のきっかけとなっています。ちなみに

ます。

「ロータリー」とは集会を各自の事務所持回りで順番

さて、23 頁をご覧ください。
「ロータリーのポリオ

に開くことから名付けられたものです。 現在では、

撲滅活動 10 月 24 日は世界ポリオデー」と題して、イ

200 以上の国と地域で、クラブ数 3 万 5617、会員総数

ベントの実施が大切な理由と、各地区各ロータリーで

123 万 2332 人に達し、世界中で多方面かつ多大の貢献

計画中のイベントを国際ロータリー本部グローバル

をしています。 「日本のロータリー」は、第 2 次世

コミュニケーションズ部まで知らせて欲しいとの要

界大戦による国際ロータリーからの脱退という歴史

望が書かれています。

もありましたが、現在では、ロータリー財団への貢献

24 頁から 27 頁にかけては、全国ロータリークラブ野

も抜群で、日本の地位は不動のものになり、日本全体

球大会の歴史、6 月 2 日、3 日に開催された今回の大

でのクラブ数は 2266、会員数は 8 万 9905 人となって

会の記事が掲載されています。

います。

28 頁、29 頁で、青少年交換プログラムのさらなる充

次に、8 頁から 15 頁にかけて、
「さあ集まろう！」

実のためにと題する第 23 回 RI 日本青少年交換研究会

と題して、ロータリーの会員増強に成功するヒントが

千葉会議の模様が報告されています。最初にガバナー

紹介されています。まず、アメリカ・ミネソタ州イー

をはじめとした地区のリーダー向けに青少年交換プ

ダイナ/モーニングサイド・ロータリークラブには「入

ログラムセミナーが行われたことが紹介されていま

会促進と会員維持のための 10 カ条」が定められてい

す。その後の分科会は、「効率的な学生研修と効率的

ますが、その 4 つ目に会員増強が挙がっています。10

な委員会運営実現のために」という分科会、「ホスト

カ条を逐条読み上げますと、1.クラブの長所を全てリ

ファミリー」をテーマにした分科会などが開かれたこ

ストにする、2.入荷候補者のリストを管理する、3.ク

とが紹介されています。「ホストファミリー」をテー

ラブの強みを知る、4.会員増強をクラブの最優先事項

マにした分科会・ローテックス会議では、ホストファ

にする、5.行く先々でロータリーについて話す、6.会

ミリーの受け手の減少に伴う交換学生の減少の問題

員の責任をリストにする、7.ゴールはないことを認識

が提起されています。

する、8.入会式をお祝いする、9.粘り強く（声をかけ

34 頁、35 頁には、米山記念奨学事業の基礎知識と題

続ける）
、10.精力的に（クラブの例会やイベントを楽

して、今月 8 月号では「奨学金制度編」が紹介されて

しく活気あるものにすること）、です。そして、他の

います。支援の対象が外国人留学生であること、世界

ロータリアンやロータリークラブによる会員増強の

の平和を願って始まった国際奨学事業であること、最

ための 5 つの提案も紹介されています。読み上げます

大の特徴は世話クラブ・カウンセラー制度であること、

と、（ⅰ）若いロータリアンにフレッシュな意見を求

奨学金の種類と特徴が 34 頁に掲載されています。35

める、
（ⅱ）地元のボランティアにアピールする、
（ⅲ）

頁には、対象者が高専専攻科、専修学校高度専門士過

奉仕を強調する、
（ⅳ）多様性を受け入れる、
（ⅴ）は

程を含む大学・大学院の正規留学生であり採用者の 9

じめの一歩を後押しする、です。

割以上を占めること、地区の裁量により大学・大学院

16 頁から 22 頁にかけて、
「女性ロータリアンに聞く、

以外の学校－短大・高専・専修学校などを指定校にし

女性ロータリアンの会員増強・維持のワケ」と題する

て１年間支援できる「地区奨励奨学金」の制度がある

記事が掲載されています。16 頁の最初の記事は、
「男

こと、現役奨学生のための期間延長プログラムである

3

「クラブ支援奨学金」の制度があること、海外在住の

○大津英敬君

Ⅹ

日本留学希望者が応募できる「海外応募者対象奨学

先日は、母のお通夜並びに告別式に熊本南 RC より多

金」の制度があること、海外の米山学友会が現地の日

数ご会葬・ご弔電、また、ご供花を賜り誠にありがと

本留学希望者を募集選考して推薦する「海外学友会推

うございました。お忙しい上、格段に暑さ厳しい週末

薦奨学金」の制度があることが解説されています。

ともあり、お越しいただいた皆さまには大変ご迷惑を

36 頁から 39 頁にかけて、
今年度の RI 理事会メンバー、

お掛けしたと存じます。少しばかりではございますが、

国際ロータリーおよびロータリー財団国内委員、日本

感謝のスマイルをさせていただきます。

国内各種委員会委員の名簿が掲載されています。45 頁

○寿崎

肇君

冒頭ですが、RI 会長が「ロータリーデーを開催しよう」

8/18（土）大分で第 1 回ガバナー補佐・部門長会議が

と呼びかけています。

あり出席しました。皆さまの勉強ぶりに頭が下がりま

縦書です。当 2720 地区関係では、16 頁・17 頁に熊

した。髙山ガバナーの方針に従って「クラブの活性化、

本西 RC の出田会員の記事、熊本江南 RC の後藤伸二会

目指すは日本一」。皆さまから意見がたくさん出まし

員の記事、22 頁に熊本水前寺公園 RC の北里会員の川

た。活性化の第一は会員増強です。熊本南 RC の会員

柳、26 頁に別府東 RC の記事が掲載されています。

が第 2720 地区のトップとなり、地区日本一に貢献で
きたらと良いなと思いました。この会議でクラブのサ

●スマイルボックス（藤見泰之君）

ポート強化も強く打ち出していましたので、大いに質

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・西川尚希君

問していただくと良いと思います。元気にロータリー

新田義正君

の勉強ができることに感謝してスマイルいたします。

交換留学生の皆さんを歓迎いたします。今回の留学は

また、8/22 は市内中学生バドミントン大会です。熊本

良い経験になりましたか？卓話の時間の報告を楽し

南 RC に復帰させてください。クラブからの費用は 0

みにしています。

です。

○丸山浩之君

○藤野俊昭君

8/2～7 短期青少年交換留学事業が、台北大同扶輪社の

大変遅くなりましたが、新入会員歓迎会を開催いただ

皆さまの多大なるご協力により無事終了いたしまし

き、ありがとうございました。これからも皆さんと一

た。親善大使の子供たち、保護者、引率者の皆さま、

層親しくなれるよう、よろしくお願いします。

大変お世話になりました。また、この事業に対しまし
てご理解ご協力いただいています、熊本南 RC 会員の

●短期青少年交換留学生報告（西川尚希君）

皆さまに心より感謝申し上げます。
○井上雄一朗君・藤木正幸君・原
大津英敬君・田中靖昭君

紙面の都合上、別紙掲載・配布いたします。

裕一君

Ⅹ

喜讀会長はじめ、交換留学生を引率いただいた皆さま、
またこのような機会をいただいた熊本南 RC・台北大同
扶輪社の皆さまに感謝のスマイルをいたします。
○野間和子君
先日、短期青少年交換留学事業 第 2 班に参加いたし
ました。留学生の皆さん、とても良いお子さんばかり
で大変楽しく盛り上がりました。台北大同扶輪社の皆
さまの温かいお心遣いに改めて感謝するとともに、熊
本南 RC の一員で良かったと思いました。感謝のスマ
イルです！！
○岡本直樹君
皆さまからのアドバイスをいただいたことで、短期青
少年交換留学事業に参加された留学生も引率者も病
気もなく、事故もなく、無事終了することができまし

【例会予定】

たことに感謝いたします。ありがとうございました。

9/3

会員卓話 三角雄介君

9/10 新入会員卓話 藤野俊昭君
9/17 祝日のため休会
9/24 祝日のため休会
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