5/13（金）～5/14（土）RI 第 2720 地区 2021-22 地区大会 in 大分より
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第２３回例会記録（通算第 2885 回）
令和４年（2022）年５月１６日
黙祷
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「手に手つないで」
来訪者紹介
平良俊司様（熊本中央警察署長）

会長報告（玉田光識君）
皆さま、こんにちは。本日は今年度第 23 回例会です。先ずは先
週 9 日に我が熊本南ロータリークラブにとって大きな存在であっ
た寿崎

肇さんが 96 歳でご逝去されました。ここに謹んで哀悼の

意を表しお悔やみ申し上げます。今年度は 3 人の熊本南ロータリ
ークラブ会員、元会員が亡くなられるという悲しみとともに実に
今日の例会

寂しい限りです。
本日は外部卓話者として熊本中央警察署長の平良俊司様にお越
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2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
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し頂いております。平良様、本日はどうぞよろしくお願いいたし
ます。
さて、今日の一言ですが、最近歌舞伎役者の市川海老蔵さんが

今月・来月の行事

義理のお姉さんから借りた 9 千万円が返済されていないと暴露さ

5/28
6/6

れ話題になっていますね。親族間の「借金」でも、長期間返済さ

2021-22 RYLA セミナー＠オンライン
歳祝い祈願祭・親睦会
＠代継宮・ホテル日航熊本

れていなければ国税当局から贈与と認定されて多額の贈与税が課
さ
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される事態に発展し兼ねない場合があるようです。あく

新入会員自己紹介 3回目（渡辺

茂君）

までも借りたんだと主張するには、まず、金銭貸借があ
ったことを証明する契約書の作成が必要です。次に返済
をしている履歴がわかるものも必要ですね。その他色々
ありますが、どうぞそのような金銭の貸し借りがある場
合はご用心ください。
最後に、5/13～14 開催されました「2021-22 年度地区

皆さま、こんにちは。3回目の自己紹介は仕事につい

大会」には多数の方にご参加いただきました。心より感

て少しお話したいと思います。1984年に入社、ガス料金

謝申し上げます。

計の職場に配属されました。当時、料金支払いは集金で

以上、会長報告です。

したが、私は主にクレーム対応をしておりました。同期
のほとんどが営業でしたので自分だけがと悩みました。

出席報告（原

今は口座振替やコンビニ払いが主流となり、そのような

裕一君）

業務はありませんが、振り返りますと若い時によい経験
会員数

出席数

出席率

６０名

４４名

７７．９７％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

ができたと思えるようになりました。今後ともよろしく
お願いいたします。

欠席記録免除者 1 名

新入会員自己紹介 2回目（土田健嗣君）

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（馬場大介君）
1.国際ロータリー事務局及び台北大同扶輪社より、お悔
やみ（寿崎

肇会員）が届いております。

皆さま、こんにちは。島根、出雲から赴任して参りま
した。今回2度目の熊本勤務です。大学卒業から8年、天

例会変更のお知らせ

草を皮切りに25年、様々な場所で勤務しております。熊

○グリーン RC～定款に基づき休会
[日

本以外に小倉、長崎、鹿児島等、、、九州出身？と聞かれ

程] 5 月 30 日（月）18：30～

たこともございました。どうぞよろしくお願いいたしま

○西 RC～定款に基づき休会
[日

す。

程] 5 月 31 日（火）12：30～

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
[日

委員会報告

程] 5 月 31 日（火）12：30～

●雑誌委員会（中嶋亜志火君）

定例理事会報告（玉田光識君）
1.6/18-19「第23回国際ロータリー日本青少年交換研究
会 熊本会議」
（コ・ホストの依頼）について
⇒当日の運営協力が承認されました。（現時点で詳細は
未定）

P.12「青少年奉仕月間」

2.矢野嘉宏様、坂本仲俊様の入会について

東京恵比寿 RC の中学 3 年生を対象に講義をした取り

⇒承認されました。

組みが掲載されています。講義では薬物が自分や友人

3.歳祝い親睦会について

の身近にあるという危機感とその対処法を訴え、演劇

⇒6/6（月）18：30～20：00「ホテル日航熊本」開催が

形式では自分の友人が薬物を使用していると仮定し、

承認されました。
（祈願祭11：00～）

その友人を救うためにはどのような言葉をかけるか

4.国府高校 IAC 備品購入について

セリフを考えてもらうようにしています。講義を終え

⇒IAC 委員会予算より支出が承認されました。

た生徒からの発言に「友達がもし誤った道へ行こうと
していたら、それを止める強い意思のある人間になり
たい」とありますが、身近な人を救いたいという気持
ちがきっかけとなり問題意識を持つようになること
を感じました。P.8 には薬物についての記事が掲載さ
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れています。薬物についての正確な情報を知ることが

○喜讀宣友君・河津延雄君・漆島典和君・德永隆正君

まずは大切であると感じました。

森本康文君・興梠一喜君・谷口英樹君・松茂信吾君

縦 P.4「2 歳児問題の記事」

林田公治君

心療内科クリニックを運営する増田氏の記事です。布

本日の卓話者 熊本中央警察署長の平良俊司様を心か

団に入っても寝付けない、寝ても熟睡感が無い、朝起

ら歓迎し感謝します。卓話を楽しみにしております。

きれないなどの睡眠の問題を抱える子どもの悩みを

○永井富士雄君

聞くうちに、その原因がゲームやスマホなどに問題が

本日の卓話者 平良俊司様に心から感謝します。また、

あることが分かり、メディアに触れるいつの時期から

地区大会にご参加の皆さんお疲れさまでした。感謝の

どのような問題があるかを探るようになったようで

スマイルです。

す。問題性については記事を読んでいただければと思

○藤山直秀君

いますが、年齢的には 2 歳までさかのぼることが判明

久しぶりのホームクラブ例会出席です。

したようです。
「5 歳までに脳の 9 割方が発育する」と

○加藤和文君

発言されており、「それまではメディアに触れさせな

本日の卓話者 平良俊司様に心から感謝します。また、

いことが望まれる」と提言されています。子どものプ

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

ログラミング教育が重要視されている一方で、メディ

○三角雄介君

アに触れる機会を減らす必要性があるということは

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

矛盾した考え方であるように思えますが、このような
情報を元に保護者がルールを考え、子どもと共有する

●外部卓話（漆島典和君）

ことが大切と感じます。

「昨今の治安情勢について」
平良俊司様（熊本中央警察署長）

◆地区 RYLA 委員会報告（三角雄介君）

【略歴】
皆さま、こんにちは。地区 RYLA 委員会よりご案内

昭和 38 年 1 月 18 日熊本市生まれ

です。5/27（金）～5/29（日）で予定しておりました

昭和 62 年 4 月 2 日熊本県巡査採用

「2021-22年度 RYLA セミナー」につきまして、新型コ

平成 7 年 3 月 20 日熊本北警察署配属

ロナウィルス感染症の状況を踏まえ、対面による開催

令和 3 年 3 月 18 日に熊本中央警察署長配属となり

方法を見直し、5/28（土）オンライン方式に変更し開

現在に至る。

催することが決定しました。オンラインで一日のみと
なり参加しやすくなっております。是非多数のご参加
をよろしくお願いいたします。
●スマイルボックス（林田公治君）
○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
網川

久君・北口

誠君

本日の卓話者 平良俊司様のご来訪を歓迎します。コ
ロナ禍のため何度もスケジュールを調整していただ
きありがとうございました。本日は楽しみに拝聴させ
ていただきます。また、地区大会に登録、ご参加いた
だきました皆さまありがとうございました。来年度地
区大会のキャラバンもしっかり務めて参りました。皆
さまお世話になりました。
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【例会予定】

■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

5/30（月）新入会員卓話 加藤和文君

「七つの平和センター」

6/6（月） 外部卓話 松下涼太様
（熊本県サッカー協会事務局長）
6/13（月）新入会員卓話 野田和宏君
6/20（月）常任委員長退任挨拶
6/27（月）会長・副会長・幹事退任挨拶
■5/13（金）～5/14（土）RI 第 2720 地区 地区大会
in 大分
リタ・ロピディアさんは、ロータリー平和フェローと
してブラッドフォード大学（英国）に留学したときの
ことを鮮明に覚えています。「アフリカの政治と国連
平和維持の授業が一番好きでした」とロピディアさん。
「政治学の授業では、アフリカ大陸の歴史をより深く
理解するために研究を重ね、平和維持の授業では、グ
ローバルな政治について理解を深めることができま
した。世界中で起きている出来事をグローバルな視点
で見ることができるのは、目からウロコの体験でし
た」
ロータリー平和センターで過ごした時間は、ロピディ
アさんに大きな影響を与えました。「南スーダンでの
紛争が続いていたため、卒業後はアフリカに戻り、ウ
ガンダに定住しました。そこで私は「EVE Organization
for Women Development」を設立し、ウガンダにいる
南スーダン難民とその受け入れ地域との協力を開始
しました。この団体を通じて南スーダン人女性を動員
し、東部アフリカの政府間開発機関が推進する南スー
ダン和平プロセスに参加できました。
これが 2018 年、
南スーダン共和国の紛争解決に関する協定
（Revitalised Agreement on the Resolution of the
Conflict）の調印につながりました」
ロピディアさんは、1999 年の平和センタープログラム
創設以来、センターを卒業した 115 カ国以上の 1,500
人以上の平和フェローの一人です。最初の平和センタ
ーは、その 3 年後に授業を開始しました。現在、ロー
タリーには世界各地に七つの平和センターがありま
す。最も新しく、アフリカで初めて設立されたマケレ
レ大学平和センター（ウガンダ、カンパラ）では、2021
年に平和フェローの第一期生を迎えました。今後は、
早ければ 2024 年に中東と北アフリカに、2030 年には
中南米に平和センターが設立される予定です。
各センターのカリキュラムは、平和構築プロセスの特
定の側面に重点を置いており、次世代のチェンジメー
カーを育成するために、慎重に作成されています。
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