本日の卓話 野口泰則君「国際奉仕と守護霊の秘密」より
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第２３回例会記録（通算第 2833 回）
令和２年（2020）年２月３日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「奉仕の理想」
来訪者紹介
ございません

会長報告（坂本研一君）
皆さま、こんにちは。本日も例会参加ありがとうございます。
本日の卓話者は野口泰則会員です。後ほどよろしくお願いいたし
ます。
さて、先週 29 日、出席委員会 IM に参加いたしました。ロータ
リーの義務のひとつである「出席」は大事なことだと考えており
ます。現在も熊本江南 RC では 100％を継続しているとのことです。
我々熊本南 RC はここ数年 70％くらいで不本意な数字を重ねてお

今日の例会

ります。というところで年末に申したように下期は出席率向上に

1 今日の歌

も眼を向け取り組みます。取組内容はこの後出席委員長の田中会

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 第3 回クラブ協議会

員より報告していただきます。とはいえ、バリバリ現役の若手が

今月・来月の行事
2/15
地区チーム研修セミナー＠熊本学園大学
2/29-3/1 会長エレクト研修セミナー
＠ホテルキャッスル
3/6
日台ロータリー親善会議
＠ホテルニューオータニ博多

増え毎回参加が難しい方が多いのも現実です。また RI も地区も職
業、家族を優先にとの考えです。その部分も考慮し進めていこう
と考えます。
また、2 月 1 日は八代北 RC 創立 50 周年記念式典に北口幹事、古
財会員と伺いました。八代北 RC は 23 名の会員で一丸となりガン
バっておられました。講演でダウン症を抱えた書家の金澤翔子さ
んの揮毫では「飛翔」という文字を力強く書かれ感動しました。
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この翔子さんの書には涙を誘う不思議な力があるそう

○西南 RC～親睦会のため時間場所変更

で、北口幹事は数枚お持ちですので興味がおありの方は

[変更前] 2 月 27 日（木）12：30～

観に行かれてください。因みに僕は涙は出ませんでした。

[変更後] 2 月 27 日（木）18：30～

またお母様のお話は高齢出産で障害児をもった苦悩と

[場

所] ビアレストラン オーデン

喜びと幸せとカオスな頭の中を赤裸々にお話しいただ
きました。我々熊本南 RC もオハイエくまもと とってお

出席報告（田中靖昭君）

きの音楽祭への支援をやっておりますが、次年度には金
澤さんも絡めた形をとれればいいねと話しました。
以上、第 23 回目の会長報告とさせていただきます。
幹事報告（北口 誠君）

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６５名

４０名

62.50％

８７．５０％

出席規定適用免除者

1.熊本グリーン RC より「創立30周年記念誌」が届いて

名誉会員

おります。

1名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

2.来週（2/10）例会は「クラブ協議会例会」18：30～（食
新入会員自己紹介 3 回目（徳永隆正君）

事18：00～）に変更いたします。通常時間（12：30～
13：30）はございません。ご注意ください。尚、事業
予定のある委員長は2/5（水）までに資料の提出をお
願いいたします。
例会変更のお知らせ

皆さま、こんにちは。現在私は熊本県生活衛生同業組

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

合連合会という団体の理事長をしております。こちらは

程] 2月12日（水）12：30～

○江南 RC～創立50周年記念式典に振替のため日程変更

理容業、興行、クリーニング業、美容業、公衆浴場業、

[変更前] 2 月 12 日（水）18：30～

食肉業、鮨業、旅館ホテル業、飲食業、社交飲食業、料

[変更後] 2 月 8 日（土）16：30～

理業の 11 業種で構成されています。全国生活衛生同業

○菊南 RC～定款に基づき休会

組合連合会の前理事長が京都 美濃吉の佐竹力總社長で、

[日

現在 2650 地区のガバナーをされています。私も 5 年前、

程] 2月12日（水）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

前クラブに所属していた時にガバナー補佐を経験しま

[日

程] 2月13日（木）13：00～

した。熊本南 RC の例会やクラブ協議会にも数回訪問さ

○中央 RC～定款に基づき休会

せていただきましたが、当時から素晴らしいクラブと感

[日

じておりましたので、今回こちらに入会することができ

程] 2月14日（金）18：30～

○西 RC～定款に基づき休会

大変うれしく思っています。今後ともよろしくお願いい

[日

たします。

程] 2月18日（火）12：30～

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更
新入会員自己紹介 3 回目（澤田貴宏君）

[変更前] 2 月 19 日（水）12：30～
[変更後] 2 月 19 日（水）18：30～
[場

所] 瑞恵

○りんどう RC～合同例会のため時間変更
[変更前] 2 月 20 日（木）13：00～
[変更後] 2 月 20 日（木）14：00～
皆さま、こんにちは。私は当時の日興証券㈱に平成 8

○北 RC～定款に基づき休会
[日

年に入社いたしました。東京、大阪で法人セールスを行

程] 2 月 20 日（木）18：30～

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更

い、その後管理職で千葉支店、仙台支店、京都支店で、

[日

程] 2 月 26 日（水）18：30～

今回の熊本支店長となります。法人の中でも主に地銀、

[場

所] 未定

信金、農協等の地域金融機関様や地方自治体様、その他
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諸法人様等が担当セクションです。微力ながら熊本経済

●スマイルボックス（告坂和紀君）

に貢献していければと思っておりますので、今後ともご

○坂本研一君・漆島典和君・北口

支援のほどよろしくお願い申し上げます。

誠君・園田修司君

河津延雄君・坂本幸樹君・古財良一君・大津英敬君
森本康文君・田中靖昭君・告坂和紀君

委員会報告

本日の卓話者 野口泰則会員に心から感謝します。野

●出席委員会（田中靖昭君）

口会員は熊本南 RC で以前行ったタイの山岳地方の国
際奉仕では中心となり活動されており、国際奉仕への
思いが聞けると楽しみにしております。また、1月30
日、坂本幸樹会員に女の子が生まれたとのことで心よ
り祝福いたします。
○後藤

皆さま、こんにちは。出席委員会よりご報告です。

博君・網川

久君・德永隆正君

本日の卓話者 野口泰則会員に心から感謝します。

先ほど坂本会長からもお話がございましたが、1/29出

○野口泰則君

Ⅹ

席委員会 IM を開催いたしました。坂本会長、北口幹

本日は卓話の機会を賜り心より感謝いたします。不安

事、河津会長エレクトにもご参加いただき、出席率向

と心配で昨夜はあまり眠れませんでしたが、皆さまの

上ための取り組みについて議論いたしました。出席率

お役に立つことが少しでもあればと思い卓話させて

50％未満、中には0％の会員もいますが、具体的にど

いただきます。つたない話になると思いますがよろし

のような対策を取るのか、色々な意見が出ました。例

くお願いいたします。

えば久しぶりに例会に出席される場合、入りづらい等

○玉田光識君

あるのではないかと思いますので、席をシャッフルす

2 月 1 日に私にとって初孫となる長男に第一子が生ま

る、ウェルカムな雰囲気で迎えましょう等の意見が出

れました。私も名実ともにジジイとなりました。ちな

ています。ぜひ皆さまのご協力をよろしくお願いいた

みに次男にも今週生まれる予定で大変です。

します。

○坂本幸樹君
先週1月30日に待望の第二子が生まれました。母子と

●親睦活動委員会（大津英敬君）
［誕生祝］
山本

もに元気です。長男の時は30時間ほどかかったので覚
［結婚祝］

悟して福田病院に行ったのですが、1時間ほどで生ま

円君

2.1

塚本 侃君

2.7

れました。安産でよかったです。女の子だったので残

森本康文君

2.3

星野誠之君

2.10

念ながら名前は「研一」にできませんでした。

寺本光秀君

2.5

興梠一喜君

2.11

高宮 宏君

2.10

網川 久君

2.11

先週の久峨先生の貴重な卓話を聞かず早退しました。

木村弘訓君

2.14

中嶋亜志火君

2.14

誠に残念でございました。また、八代北 RC の創立 50

塚本 侃君

2.17

澤田貴宏君

2.28

周年記念式典も残念ながら欠席しました。今日は節分

近森栄太郎君

2.26

○寿崎

肇君

です。本妙寺総代として豆まきをしますので今日も早
退いたします。お許しください。元気で色々できます
のも熊本南 RC の皆さまの激励のおかげです。ありが
とうございます。
●会員卓話（坂本幸樹君）
「国際奉仕と守護霊の秘密」
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野口泰則君

熊本南 RC 50 周年記念事業として、2008 年 2 月にタイ

船で江戸川下りをしたときには、そこで釣った魚をさ

北部山岳地域のバン・ジャンボン小学校に水浄化施設

ばき、油で揚げた料理が昼食だった。最高裁判所では、

を建設しました。RI 強調事項：①水保全②健康と飢餓

判事が自分の法服を喜んで私たちに着させてくれた。

③教育・識字率などにより、貧困から逃れられず悲惨

相撲部屋では、ビールと魚 2 匹、ワカメ、ハマチの刺

な状況にあります。この貧困の連鎖からの救済は教育

身、出汁、豆腐、餅、麺という典型的な力士の昼食を

しかないと、2008～2009 年度 RI 会長 李東健氏は全ロ

いただいた。一番思い出深い遠足は、東京からの電車

ータリアンに訴えられ、熊本南 RC も賛同し里親制度

で始まった。集落や田園を走り抜け、山の近くまで来

を推奨、
「タイ・プロジェクト」として 10 年間活動し

たところで、3 台の黒タクに分乗。険しく曲がりくね

ました。

った道を上った後、ケーブルカーに乗り換えて広大な
杉の森を越え、青々とした芦ノ湖で下車。17 世紀の船

◆2/1（土）八代北 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会

を模した遊覧船で湖を渡った。翌朝の日の出時には、

＠八代ホワイトパレス

雪を冠した富士山の、息を飲むような情景にうっとり
した。当時はまだ皇太子だった昭仁殿下（父上であっ
た昭和天皇はその後 11 年間君臨された）との待望の
謁見は、皇居内の松材パネルがほどこされた部屋で行
われた。皇太子が入室されると、ロータリーのホスト
の方々が恭しくお辞儀をしたので、皇室マナーの速習
講座のごとく、私たちもそれに倣った。昭仁殿下は無
地のブルーグレイのスーツと白いシャツ、濃い色のネ
クタイ姿。英語は流暢だが言葉を慎重に選びながら、
穏やかな口調でお話しになった。当時の私の日記には
こう書かれている。
「私たちが年齢順に紹介されると、
私たち一人ひとりの顔をまっすぐ、ひるまずに見据え

■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

られた」私たちは、漆黒塗のテーブル 2 台の近くにあ

体験記：未来の君主と会う

った赤い椅子に腰かけた。灰皿が 4 つ、皇室のマーク

グレン・アダムス（研究グループ交換）

の入ったマッチ箱、そして銀のトレイの上にたばこの
ケースが置かれていたが、謁見中に喫煙した人がいた
かどうかは覚えていない。対話をしている間、召使い
が菓子と緑茶をお盆で運んできたが、その度に皇太子
殿下に直接顔を向けることなくお辞儀をした。日本の
印象について殿下に尋ねられたので、日本人の礼儀正
しさ、東京の清潔さ、見学した歴史スポット、食した
日本食について話した。日記にはこう記されている。
「皇太子は、終始ほとんど表情を変えることがなかっ

昨年春、85 歳になられた日本の昭仁天皇（現上皇）が

た」私たちがフィラデルフィアから来たことをご存知

退位されたとき、40 年前に皇居で謁見したときの記憶

だった皇太子殿下は、自身が 19 歳だった 1953 年にフ

がよみがえってきた。1978 年 4 月、私はロータリーが

ィラデルフィアを訪問された時の思い出話をしてく

派遣する 6 人の研究グループ交換に参加した。その後

ださった。日本人にとっての主な懸念は何だと思われ

にフィラデルフィア地域にある私たちの地区に日本

るかと私が尋ねると、伝統、歴史、文化を保存しつつ、

から代表団が派遣される予定になっていた。日本での

それを現代のトレンドやテクノロジーと結びつける

ロータリーの地位は高く、6 週間の滞在中、私たちは

ことだとお答えになられた。互いの幸運を祈り、さら

一流のもてなしを受けた：宿泊は四つ星ホテル、豪勢

にお辞儀をした後で、謁見は終了した。この対話にテ

な食事、フロントフェンダーに小さな旗のついた黒い

ーマがあったとしたら、それは現代において古来の慣

リムジンでの移動。農地や工場、東京の築地魚市場（当

習を維持すること、つまり、昭仁上皇が繰り返しお使

時は世界最大）、国会議事堂を見学した。昔ながらの

いになった「調和」という言葉がふさわしいだろう。
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