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近代では紙幣がそれを担うようになりました。その中の大事なア

■点鐘

イテム「おつり」この言葉が失われるということは、連綿と数千
年もの間、人類を支えてきた貨幣制度の崩壊を感じました。

■国歌斉唱「君が代」

この前も、少し話しましたが、クレジットカード、デビットカー
ド、ペイペイ等による電子マネー決済が行われ、既にキャッスレ

■ロータリーソング「手に手つないで」
（ソングリーダー

ス時代に入っています。特に若いお母さん達が、現金を使うこと

古田哲朗 )

が無くなり、おつりを貰うのを見ていない世代には、おつりを知
らない子供たちがいても、不思議ではないのかなと思いました。

■来訪者紹介

話は変わりますが、国際ロータリーには 7 つの重点分野があり、
熊本東南ロータリークラブ

その一つに「平和と紛争予防・紛争解決」があります。

米山奨学生紹介

そこで、皆さんは、BTS って知っていますか。
韓国の K-POP グループの名前です、日本では「防弾少年団」と

ティティコンサコルウオング，サクピシット君

してデビューしました。この BTS が、20 2 0 年 8 月に、アメリカ・
ビルボードのシングルチャートで 2 週連続 1 位を獲得しました。

■米山奨学金の授与

アジア人が 1 位を獲得したのは、19 6 3 年の故坂本九氏の「上
を向いて歩こう」
（アメリカでは「SUKIYAKI」でした）が初めて
ティティコンサコルウオング，

であり最後でした。さらに、20 2 0 年 11 月に、アルバムチャー

サクピシット君

トで 1 位を獲得しました。これは、アジア人として、初めての快
挙でした。こうして、BTS は、世界的な人気グループとなり、韓
国の外貨獲得に貢献しました。
しかし、韓国には徴兵制度があり、18 才以上の健康な男性は、

■会長の時間（会長 松本一也 )

原則 2 8 歳までに兵役が課せられ、約 2 年の兵役に服さなければ
なりません。もうすぐ、
BTS の最年長メンバーが 28 オになります、

本日で、熊本地震発生から満 5 年を迎

そうすればグループを脱退して兵役に服さなければなりません。

えます。地震関連でお亡くなりになっ

芸術家やスポーツ選手等には、国際コンクールで 2 位以上になる、

た方々に哀悼の意を表わすとともに、

オリンピックでメダリストになるなどの功績があれば、兵役特例

被害に遭われた方々、いまだに避難生

が適用され兵役が免除（補助役への判定軽減）されます。しかし、

活を強いられていらっしゃる方々に、

芸能人にはそういう特例がありませんでした。そこで兵役法の一

謹んでお見舞い申し上げます。
2~3 日前に、テレビで次のような話題がありました。ある小学校
の 2 年生の算数の授業で、先生が次のような問題を出しました。
「お母さんから 10 0 円もらったので、お店でお菓子を 32 円分買
いました、おつりはいくらでしょう。
」そうしたら、ある生徒か

官が推薦した優秀者は、満 30 歳まで入隊を延期出来るとし、最
年長メンバーの兵役は 30 歳まで延期することが出来るようにな
りました。そこでこの兵役法の改正は「BTS 改正法」と呼ばれる
ようになりました。そこまでやるか、という気もしますが。

ら質問がありました。どういう質問があったか分かりますか。
質問は、
「おつり」つて何ですか、だったそうです。そして、他
の生徒にも聞いたところ、多くの子供たちが知らなかったそうで
す。これを聞いて私はビックリ仰天しました。
物々交換から始まり、布、穀物、砂金などの品物が、物品貨幣と
して使われるようになり、その後金属（とくに金、銀、銅）がそ
れらに代わって、広く用いられるようになった貨幣制度。また、
経済が安定した、

部を改正し、文化勲章・褒章の受勲者のうち、文化体育観光部長

ここで、世界の徴兵制度について調べてみました。
徴兵制を実施している国、地域
スイス、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、韓国、北朝鮮、台湾、
イスラエル、イラン、クウェート、カンボジア、ベトナム、タイ
その他ィッパイあります。
徴兵制を実施してない国、地域ドイツ、インド、日本、アメリカ、
イギリス、カナダ、フランス、イタリア、スペイン、オーストラ

−１−

リア等まだまだあります。

4 月は「母子の健康月間」ですので、この事に付い

徴兵制度、ひいては軍隊は無いにこしたことはありません。しか

て掲載されていますが、P8~P10 にぱ性（生）教育
を重点に書いてあります。

し、ほとんどの国家が軍隊を持っています。それは、国家にとっ

左側より横書き P7 〜 P 13

て、軍事力とは強力な外交カードだからです。日本も、幕末に近

宇部 RC 金子法子産婦人科の院長が、仕事の合間を
縫って地域の小、中、高へ行き、性教育講演をさ

代的な軍隊を持たなかったために、アメリカと「日米修好通商条

れています。この講演を聞いた子供たちの感想が

約」を結ばされました。

P10 右側上段に書いてあります。

これは、日本にとって圧倒的に不利な条約でしたが、黒船の大砲

● 世界的新型コロナウイルス感染者拡大の為、
2020 年 6 月に開催された国際的な初のバーチャル

の威力を恐れ、要求を呑むしかありませんでした。今でも、軍事
力及び核戦力は強力な外交カードです。しかし、それが暴走した

左側より横書き P39 左

時のことを考えると、人類の行く末が心配でなりません。人間は

世界大会について

もっと賢くなれないものでしようか。

で開催され大成功を収めた。
● 2021 年度もバーチャルで開催で決定（台湾・台
北）6 月 12 日〜 16 日間開催されます。
● 2022 年度は 6 月 4 日〜 8 日
● 2025 年度まで決定されています。

■幹事報告（幹事

福井

学)

" 0 から 1 をつくる ”P7 に写真付きで掲載されてい
縦書き P4~P7

る本橋麻里 1986 年生まれの (S61 年）35 オ、カー

■来信案内

リングのチームを作るまでの苦労と楽しみを書い

１）

てあります。何かに役立つかもしれません。

硯川昭一 ガバナー、小野健介 国際奉仕

この人訪ねて…… 平井憲太郎東京池袋西 RC
(S 25 年生まれ 71 オ）
この方は、作家江戸川乱歩の孫で、とれいんと云
う鉄道関係の雑誌を発行されています。この方の
人生も面白く感じます。
江戸川乱歩氏もロータリーアンでした。

部門長より、国際奉仕部門アンケート『コロナ禍での国際奉仕に
P9~12

ついて』アンケート。
２）
熊本西ＲＣより、例会来訪についてのお願い。

P 16 中段

※メークアップ等での熊本西ＲＣへの来訪を県警戒基準がレベル

歌に熊本水前寺公園 RC の北里美和子さんの歌が掲
載されています。
気持ちが分かる歌ですね。

２に下がるまでご遠慮願いますとのことです。
P 16 下段

■クラブより

に書いてある、歌手「森高千里」さんって知って
いますか？

１）

熊本西 RC 上野功一郎さん掲載あり、

本日例会終了後に、第９回定例理事会を開催いたします。

豪雨の被災地 ” 人吉での出会い ʼ' 掲載、九州動物
P21 下段より
P22 中段まで

■今後の行事
地区研修・

大分県

オンライン配信

阿蘇 RC 栄養ドリンクで感謝

05 月 09 日（日）

P27 下段
大分県

修セミナー

大分市

吉 RC 会員）から、活動の話しを聞かれました。
「ひまわり亭」に寄贈された。

吉田嘉昭、松岡泰光、中島祐爾、村瀬直久、前田日出夫、
杉本整哉
会長ノミニー研

ひまわり亭を訪ねられ、オーナーの本田節さん（人
当クラブと姉妹クラブの福井西 RC からの義援金を

協議会
大分市
（ホルトホール大分）
04 月 18 日（日） 古田哲朗、山田公也、彌冨照皇、宮川義行、松岡歩紗実、
2021

学院徳田竜之介氏も当クラブの会員で活動に参加、

コロナ禍の中、医療従事者へ感謝と敬意を込めて
栄養ドリンク寄贈

ホルトホール大分

山田公也

■委員会報告
（青少年奉仕担当 宮川義行 )

■ロータリーの友４月号紹介
（雑誌・広報担当 沼田敏雄 )

３月３０日、アクト３月第２例会がオ
ンラインで行われました。今後と次年
度について、次年度社会奉仕を行いた
い。例会のあり方を考える。毎月第１、第３火曜日２０：００開
催で統一したい。

右側表紙の裏を見てください。ロータ
リーの重点分野とし丸印マークが 7 つ
円形的に書いてあります。
この項目の中に環境と云う項目があります。

４月第２例会を他クラブ（人吉、津久見）合同例会として４月
２２日１９：００より。

この環境が新しく重点分野に加わり、7 つとなりました。
また、母子の健康と云う項目があります。
Rl 会長（ホルガー・クナーク）メッセージの中に
「環境」が、ロータリーの重点分野に加わり、今年
の 4 月 22 日の「アースティ（地球の日）を私たち
左側から横書 P3

５月第１例会を他地区（大阪）合同例会として、第２例会を異業
種交流会としてロータリーにも呼びかけたい。

は新たな使命感を持って、迎えることになります。
どんなに大きな課題でも解決の糸口を握るのは私
たちです、プラスチックの問題、エネルギー問題
等々の取り組みになります。

６月第１例会は６月１日２０：００から櫻井担当例会。
６月第２例会は６月１５日２０：００からクラブターゲット方針発表。
予定として、第３回会長幹事会、第３６回地区ＲＡ研修会を予定
しています。

−２−

にも済生会に紹介した、かかりつけ医者も心臓の冠動脈検査に来て、受
付に一緒に並び、今まで心臓にステントを 3 回も入れてるのを聞き、びっ
くりしました。これぞ医者の不養生だなと思いました。

■委員会報告
（会長エレクト 吉田嘉昭 )
4 月 18 日 ( 日 ) に 地 区 研 修・ 協 議 会 が
Zoom にて開催されます。
登録開始

◎沼田敏雄 10,000 円
① 4 月 7 日（水）創立 37 周年記念例会に欠席しま
したのでスマイル致します。
②創立後、しばらくは週報作成は例会内容の全てを
テープに入れ、帰宅してからテープを聴きながら文
章を作成してましたから、当時の会報・雑誌委員会
担当になるのは逃げてました。今は天国です。

9:00 地区研修・協議会 10:00~12:30

出席者
会長エレクト
次期幹事
次期クラブ管理運営委員会委員長
次期ロータリー財団委員会委員長
次期公共イメージ委員会委員長
次期会員増強委員会委員長

吉田 嘉昭
松岡 泰光 会員
中島 祐爾 会員
古田 哲朗 会員
村瀬 直久 会員
山田 公也 会員

次期職業奉仕担当委員
次期社会奉仕担当委員
次期青少年奉仕担当委員
次期国際奉仕担当委員
米山記念奨学会委員会

前田
杉本
宮川
彌冨
松岡

◎宮川義行 7,000 円
4 月 14 日、熊本地震から 35 年、熊本城の復旧は
20 年がかりになるそうです。米山奨学生ティティ
コンサコルウオング，サクピシット君が、本日より
例会に参加することになります。皆さんよろしくお

日出夫 会員
整哉 会員
義行 会員
照皇 会員
歩紗実 会員

願いします。ロータリーに入会して 6 年目ですが、
4 人目のカウンセラーになります、パク・ナヨン、ウォン・リートン、リ・
セイセイ、そしてサク君。熊本東南ロータリークラブの皆さんの米山事
業への積極的な貢献のおかげで僕も貴重な経験と出会いを頂いてきまし
た。このクラブで良かったなといつも思っています。サク君は気さくな
子です。皆さんからどんどん話しかけてあげて下さい。

以上 11 名
資料 ( 冊子 ) は本日、お渡しをしておりますので事前に目を通し
てください。
また、既にご案内がいっておりますが 4 月 21 日 ( 水 ),28 日 ( 水 )
の例会にてそれぞれ報告をお願いします。

■出席報告（出席・プログラム担当 杉本整哉 )
月日

会員数 出席者数

44
03 月 24 日 （免 3）
41

27

03 月 31 日

MU
6

修正出
席者数

出席率
（％）

33

80.49

◎前田日出夫 5,000 円
米山奨学生の「サク君」来訪を歓迎してスマイルし
ます。

75.00

◎草村安宏 5,000 円
松山選手、マスターズ制覇おめでとうございます。
本当に感動しました。
「努力は必ず報われるではなく、
報われるまで努力する」
ことを教えられました。また、
キャディーの早藤さんが松山選手が優勝を決めたあ
と、カップにピンフラッグを戻した時、帽子を取っ
てコースに一礼した姿に、日本人として礼に始まり例に終わる、日本人
の素晴らしさを世界中に知らしめる事ができて感動しました。

☆欠席者（8 名）
03 月 24 日

川崎直樹

山本浩之

白石

矢野敬之

山坂哲生

堤

繁

勝也

小野川善久
吉永陽三

■スマイル報告
（親睦・スマイル担当委員

アップで随分助けられました。時にはクレーンに
乗ってサインに行ったこともあります。今日は休も
うかなと思いましたが、あと少し頑張ります。でも
福井幹事のホームクラブ 100％はやがて地区でもトップになられるので
はないでしょうか。福井さんは凄いです。

休会

44
04 月 14 日 （免 4）
30
40
☆出席免除
03 月 24 日
住江正治 島村徹男 鷲山法雲
04 月 14 日
住江正治 佐野 茂 島村徹男
鷲山法雲

◎内田信行 5,000 円
25 年間無欠席、よく出来たと思っています。スポ
ンサーが良かったのかも知れません？サインメーク

松岡歩紗実 )

◎白木誠一 10,000 円
昨日、心臓冠動脈の造影
剤検査で済生会に行っ
てきました。どうやら
70％詰まり気味で、注意して下さいとのこと。偶然

◎堀内健太郎 5,000 円
先週は花見例会からの二次会のご来店誠にありがと
うございました。店の方も移転オープンし、皆様か
らのお祝い大変ありがとうございます。心機一転、
前向きにがんばります。

−３−

◎出先教明 5,000 円
一ヶ月ぶりに例会に参加しました。休みばかりです
いませんでした。

母子の健康
毎年、5 歳未満で命を落とす子どもは、世界で推定 590 万人。そ
の原因は、栄養失調、適切な医療や衛生設備の欠如など、どれも
予防が可能なものばかりです。
予防可能な原因で母と子どもが命を落とすことなどあってはなら

◎松本 繁 3,000 円
米山奨学生 サクピシット君を寝つれる歓迎してスマ
イルします。

ないと、私たちロータリー会員は考えます。すべての母子が質の
高い医療を受けられるよう、そして、出産で命を落とす母親がい
なくなり、子どもがすくすくと成長できるように、私たちは支援
活動を行っています。
ロータリーはこんな活動をしています
教育、予防接種、出産キット、移動クリニックなど、ありとあら

◎松本一也 3,000 円
米山奨学生のサク君の来訪を歓迎いたします。

ゆる方法で母子の健康を推進しています。また、女性を対象に、
HIV 母子感染の予防、母乳による授乳、病気の予防に関する教育
も行っています。
母子の健康における成果

◎松岡歩紗実 2,000 円
米山奨学生 サクくんを歓迎します。息子のようなサ
クくん、逆セクハラにならないように気を付けます。

私たちは、地域社会が自力で母子の健康を守っていけるよう研修
と支援を行うことによって、持続可能なかたちで母子の健康を促
進しています。
ロータリーによる活動の例：

◎小畑成司 2,000 円
松山選手！！日本人初のメジャー制覇の快挙おめで
とう！！コロナ禍の暗い話題の多い中、明るい話題
をありがとう！！そんな中でキャディーの早藤将太
君の最終 18 番ホールでピンをホールに戻した後、
コースに向かって自分の帽子を取り、頭を下げて感
謝を示す振る舞いは胸を打つ清々しいシーンでした。実際に文化の違う
海外でも大きく取り上げられ、みんなに感動を与えた様で、とても日本
人として誇らしく思いました。そういえば、熊本東南ロータリークラブ
で以前作ったジャケットもグリーンでした。そっとタンスを覗いてみる

出産前ケアの移動クリニック
ハイチは、西半球で母子の死亡率が最も高い国。この国で、医療
ボランティアと助産師が僻地に住む母と子どもに医療ケアを提供
できるよう、医療機器を搭載したジープを寄贈しました。
可動式がん検診支援
インドにおける、可動式の癌検診機器一式の提供と、認識向上を
目的とした研修の実施 .

とほこりが積もっていました。
産科ろう孔の治療
◎彌冨照皇 2,000 円

自宅出産を安全に行うため、ロータリー会員が 300 万ドルを投

米山奨学生 サクくん、ようこそ熊本東南ロータリー
クラブへ。これから楽しい奨学生ライフを送って下
さい。

入して 5 年間の試験的プロジェクトを開始しました。このプロ
ジェクトでは、2005 年以来、産科ろう孔で苦しむ女性たちの尊
厳と希望を取り戻すために、当初の目標を 500 人上回る 1500
人の治療を行ってきました。

■クラブフォーラム
「板橋南區扶輪社との姉妹クラブ締結延長調印式の件」

■点鐘
編集者

沼田敏雄
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