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インターネットが普及し、リアルタイムな情報の取得は、私たちの

■点鐘

安全な生活に実に役立っています。ただ全ての人が、今回の「地震
予知情報」
の恩恵を享受できたわけではありません。情報端末を持っ

■国歌斉唱「君が代」

ていなければならないという現実がありました。情報の取得にはデ
ジタル環境の有無やＩＴに関する理解などが大きく影響します。

■ロータリーソング「奉仕の理想」

今後は更に、私たちを取り巻くＩＴ環境は、進化していきます。
「Ｇ

■来訪者紹介

5」
「自動運転」
「ＡＩ（人口知能）
「画像認識」など ＩＴ技術によ
りますます生活は便利になってきます。便利になることと幸福であ

卓話者

地区ローターアクト委員長
人吉ＲＡＣ

久保山慧美

安達玄一

様（人吉ＲＣ）

君

ることは違いますが、個人の否応なく受けざるを得ない境遇となっ
てくることは間違いありません。
「情報格差」は、
「年齢格差」と非
常に相関関係にあります。

熊本東南ＲＡＣ

東田真美

君

熊本東南ＲＡＣ

平山さな枝

君

見学

様

本来ならＩＴが人間に近づいてこなければならないと思うのです
が、人間もＩＴに近づく努力が求められます。私も今年から年金を

田丸祐太

頂ける年になります。時代の潮流に遅れないよう、皆で余り無理を
せず、程よく頑張りましょう。

■会長の時間
（会長 白石 繁 )

■幹事報告
格差社会という言葉があります。所得などの格差が個人の努力では

（幹事 村瀬直久 )

埋めがたいほど大きい社会という意味でしょうか。具体的には、経
済格差、地域格差、年齢格差、学歴格差、職業格差などなど色々な

１）

意味でこの言葉が使われます。

第１０回定例理事会報告。

最近「情報格差」という言葉を見耳にするようになりました。イン
ターネットなどの情報通信技術を使える人と使えない人との間に生
じる格差を表す言葉です。近年は、インターネットビジネスが主流

■今後の予定

となっています。

熊本平成ＲＣ創立 30

熊本県

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本

周年記念例会

熊本市

ニュースカイ

6 月 8 日（土）
白石 繁、福井 学、小松野正彦、松本 繁、前田日出夫、中島祐爾、

国内外を見ても、急成長中のベンチャー企業のほとんどがインター
ネットを活用したビジネスをメイン事業としています。例えば、通

小畑成司、佐野 茂、内田信行、山田公也、村瀬直久、永野昭一、

話アプリ「LINE」などは私たちにも身近なところでしょう。

松本一也、宮川義行
地区会員増強セミナー

私たちのクラブでも正式な運用ではありませんが、
「LINE グループ」
が昨年から使われ、迅速な情報の共有に役立っています。

大分県
中津市

中津市教育福祉センター

6 月 6 月 15 日（土）
松本一也

先日は、宮崎県の沖合で地震が発生しましたが、多くのスマートフォ
ンから一斉に地震予知の警報音が鳴り響き、注意喚起を促しました。
幸い大事には至りませんでしたが、おかげさまで「心の準備」だけ
はでき、倒壊しそうな築造物の近くにいた人や高所で作業していた

6 月 29 日（土）

地区ローターアクト

熊本県

研修会

阿蘇市

30 日（日）

人には、大変役立ちました。

宮川義行

−１−

かんぽの宿 阿蘇

清水公民館「レジンの小物作り」
、

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当 潮谷愛一 )

第２例会５月２７日（月）１９時〜
ふれあい文化センター調理室「アイシング
クッキー作り」で

愛は与えるほどに増える
アインシュタインの娘への手紙より

松岡歩紗実会員が講師として参加されます。会員の皆さんも奮っ
てご参加下さい。

私たちの心の中には、ラブタンクというものがあるようです。その
タンクが愛でいっぱいだと幸せです。
しかし、そのタンクの愛が減ってくると幸せを感じられなくなって

熊本東南ロータリーの皆様、お久しぶりです。
倉元、旧姓池田郁子です。

きます。
今あなたのラブタンクには、どのくらいの愛が入っていますか？
このラブタンクには不思議な法則があります。普通の水のタンクな
ら、水は使えば使うほど減るものです。ですから減らないためには、
水を使わないことです。
しかし、ラブタンクの中にある愛は、使わないと減り、使うと増え
るのです。
イスラエルには死海という湖があります。なぜ死海と呼ばれるかと
いうと、塩分が濃すぎて生物が生存できないからです。その濃さは、
人間がそのままプカリと浮いてしまうくらいです。
なぜ塩分が濃いのでしょうか。実は、常に川から清水が流れ込ん
で来ているのですが、降雨量が少なく、気温が高く、流れ込む清
水の量よりも水分の蒸発が早いからです。
しかも海抜が世界で一番低いために水が出るところはないので
す。そのために水が循環しないで澱んでしまい、さらに塩分が濃
くなってしまうのです。
ラブタンクも同じです。せっかく愛を受けても、それを与えて循
環させないと澱んでしまうのです。愛の循環が止まり、ラブタン
クの愛が空っぽになってしまうのです。

安達さんに限らず、熊本東南ロータリーの皆さん、他クラブの
井上邦広さん , 玉田龍一郎さん , 河野誠男さん , 中野裕貴さんはじ
め多くの皆さんが関わってくださって、時には諭され、時には導
いてくれ、一緒に騒いで協力して達成して。
親のような存在ですが、皆さん大学生のように無邪気な面が沢山
ありました。それは、私たちと同じだと感じることが多くありま
した。一年を通してともに歩む同志だといわれているように感じ
ていました。
私が、内田さんに連れられて初めてアクトの例会に参加した時、
歌を歌い始めるので何の宗教団体だろうと思いました。内田さん
も歌っていたのでどうゆう事だ？と頭を抱えました。
その後も何度か例会に連れて行ってもらい、美味しい物も食べさ
せてもらい、アクトについて（楽しいからとりあえず入ってみて）
と再三言われ、もうこれは入るしかないなと根負けしたのが入っ
た理由です。
謎の団体に入ってしまったけど、その見学で行った例会に居られ
た内田さんや山田さん中島さん村瀬さんたちみたいな人たちが関
わっているのなら、変な場所ではないだろうと私はそれからもし
ばらくつづけることができました。

愛とは、与えれば与えるほど増えていくものなのです。
あなたのラブタンクがいつもフレッシュな愛で溢れるばかりに満
たされているためには、一人でも多くの人に愛を分かち合ってい
くことです。
愛されて、愛して、さらに愛されて、さらに愛して、愛を循環さ
せるのです。

■委員会報告
（青少年奉仕担当 宮川義行／熊本東南ＲＡＣ 東田真美 )
５月は青少年奉仕月間となっております。
熊本東南ロータリークラブには熊本東南
ローターアクトという１８才から３０才ま
での青少年で作るクラブがあります。ロー
タリーと共に４つのテストの実践、自己成
長、仲間作り、社会奉仕活動を行っています。 本日は地区ロー
ターアクト委員長でもあります人吉ロータリーの安達会員と人吉
ローターアクトの久保山さんに外部卓話をお願いいたしました。
熊本東南ＲＡＣの予定は、
第１例会５月１９日（日）１０：００〜

本日、安達さんにお話し頂けるのは本当にいいことだと思います。
アクトに対してとても親身になって協力して下さいますし、一緒
におちゃらけられるし、とてもお若い方です。

アクトに参加しても最初は楽しいとは思いませんでした。4 ヵ月
後には 2 人が卒業してメンバーが 3 人になりました。
そのうちの 1 人は仕事の関係で途中からほぼ来れなくなりまし
た。もう 1 人とは接し方がよくわかりません。そんな状態でやっ
ていける自信はありません。
とりあえず、手当たり次第に友達に連絡を取り捲りました。そし
て私が会長になり、自分自身で選択して動くようになり、積み上
げてきたクラブには愛着以上のものを感じるようになりました。
喧嘩をしても仲たがいしてもつづけなければならない理由もで
き、応援してくださる方も沢山いました。
最終的にメンバーを 10 人まで増やすこともできました。そこで、
1 年ほど休憩をいただきましたが、これまでのアクト生活のすべ
てが私自身に影響を与えてくれています。悪いことは 1 つもな
かったと思います。
私たちのクラブに部下を預けたいと言ってくださったロータリア
ンの方もいらっしゃいました。同年代以上の色々な方々と接する
機会があるアクトは、ほんとに素晴らしいと思います。すみませ
ん、長くなった上にまとまりませんでした。

−２−

■委員会報告

じっくり作品制作にとり組み、挑戦を続ける姿に嬉しくなりました。

（３５周年副実行委員長 永野昭一 )

■青少年奉仕関連卓話
（地区ローターアクト委員長 安達玄一 様、
人吉ＲＡＣ 職業分類 損害保険 ロータリー歴 24 年 )

３５周年決算報告

■出席報告

青少年奉仕月間卓話にお招き戴き有難うご
ざいます。私は白石会長より 2 歳年上で地
区ローターアクト委員長の 4 年目を務めて
います安達玄一と申します。

（出席・プログラム担当委員 福井 学 )

月日

会員数 出席者数

05 月 01 日

修正出
席者数

MU

出席率
（％）

子供が二人で長男は、静岡で研究開発の仕事をしています。そし
て娘は、宮川委員長のご紹介にもありましたが、東京でシンガー
ソングライターとして活動しています天音みひろです。タイの
チェンライでボランティア教師をされています原田先生のテーマ
ソングの応援歌、
「輝く瞳に」を作曲し、歌で奉仕のお手伝いを
しています。

休会

44
05 月 15 日 （免 3）
41
☆退
会
☆出席免除
05 月 15 日 住江正治

34

島村徹男

82.92

鷲山法雲

さて地区のローターアクトの現状をグラフでご覧ください。地区
には、熊本に 9 クラブ、大分に 6 クラブのローターアクトクラ
ブありますが、地区のアクト会員は、熊本地震や台風・洪水を体
験し、様々なボランティア活動を通して大変逞しくなっています。

☆欠席者

今度の 100% 出席の日は

5 月 29 日です。

インターアクト年次大会・ライラ研修会・米山夏期合宿などでは、

■スマイル報告

運営のお手伝いにも積極的に参加しています。

（親睦・スマイル担当委員 草村安宏 )
◎安達玄一

君

10,000 円（人吉ＲＣ）

◎志賀重人

5,000 円

結婚祝いのバラが贈られてきました。６０年（ダイヤモンド婚）
ですが近頃はコキ使ったせいか、体調を崩し寝たり転んだりして
います。有難うございました。
◎前田日出夫 5,000 円
結婚記念日の御祝いありがとうございました。もうあれから３８
回目になりました。
◎沼田敏雄 5,000 円
５月５日、娘と孫娘と３人で彌冨会員宅の肥後芍薬見学へ行き、
立派な芍薬に感動しました。また、歴史ある建物も見学し、素晴
らしい建築物にも感動して帰りました。彌冨さんご家族のご案内
に感謝しスマイルします。有難うございました。
◎宮川義行 5,000 円
本日は人吉ロータリークラブの安達会員、人吉ローターアクトク
ラブの久保山会員、ようこそお越しくださいました。アクト青少
年の卓話よろしくお願いいたします。熊本県内 20 会館の玉泉院
の総館長、田丸祐太様のご来訪を歓迎いたします。皆様積極的な
お声かけをお願いします。そして共にロータリーの四つのテスト
を実践する仲間でもあり将来のロータリアンとして成長してもら
いたい熊本東南ローターアクトを応援していくために今後共、皆
さんの御協力を宜しくお願いします。
◎松岡歩紗実 1,000 円
昨日、シュガークラフト教室の生徒が、福岡県洋菓子協会のコン
テストに出品しました。残念ながら入賞は出来ませんでしたが

ここ熊本東南ローターアクトクラブ活動での思い出があります。
１つは、熊本地震後に苦労して留学生交流会を開催したことです。
被災したそば職人さんが体験を話され、集まった皆に蕎麦打ちを
指導して戴きました。私の打った蕎麦は、きし麺のようなそばで
したが、米山奨学生と一緒に参加された当時の秋吉米山部門長か
らは、アクトへお褒めの言葉を戴きました。
２つめは当時の永田ガバナーを招いての警察署例会でした。ガバ
ナーが参加する例会を企画した東南のローターアクトにはこれか
らもその意気込みを継承していってもらいたいと思います。提唱
クラブとアクトの関わり方で一番大事なことは、それは一緒に活
動することだと確信しています。
これからもアクトの例会や奉仕活動・親睦活動にロータリアンが
参加してアクトへの御指導をお願い致します。
次にどうしたらアクトに本気・やる気のスイッチが入るのか・・・
ですが、これは、どうしたらロータリアンがロータリーの奉仕の
理念にスイッチが入るのか、と同じだと思います。委員長になり
責任感を身に付け、幹事・会長そして地区役員になり交流が広が
るにつれてアクトは、充実感や自信を持ち、ロータリーの奉仕の
理念を学びながら成長します。
今期から全国に先駆けてアクトの会長エレクトがペッツに参加し
ました。ロータリアンとの交流も広がりつつありますが、問題は
色々とありますので地道に活動の幅を広げて行けたらなと思います。
昨年、高山ガバナーのもと地区学友会が設立されました。初代会
長に別府北ローターアクト卒業生の P 代表後藤正太君が就任しま
した。アクト卒業生は任意で会員登録することによりロータリー
とアクトの縁が切れずにロータリーのすそ野が広がります。
今後の活動にご協力賜りますようお願い致します。また次年度よ

−３−

り熊本と大分に分かれ地区のローターアクト委員が皆さんのアク
トクラブ例会に参加する計画です。
ロータリアンの皆さんとの交流が深まれば嬉しく思います。変わ
らぬアクトへの御指導とアクト会員増強への御協力をお願いしま
して私の青少年奉仕卓話を終わります。お招き戴き心より感謝申

来期は約３年ぶりに「留学生交流会」のホストクラブをご担当いた

し上げます。

私事となりますが、は約４年前にＲＡＣに入会しました。入会して

だきます。また「創立 30 周年記念式典」まで控えていらっしゃる
とのこと。来期はきっと東南 RAC 大活躍の年になることと楽しみ
にしております。

今に至り実感するのは、RAC というコミュニティが社会人を育て
る場として機能しているということです。私はもともと人見知りで、
人前で話すのが苦手でした。しかし今は、企画立案から運営スキル、
社会規範に則った言動など、少なくとも入会した当初よりは成長で
き、その結果周囲の方の役に立てるようになったと自負しています。
なぜそうなったかと言うと、
RAC での多くの良き出逢い――人生の、
社会人としての先輩であるロータリアンの皆様、またローターアク
ターを始めロータリーファミーの方との出会いにより世界の広さを
知る機会に恵まれたこと、お手本として導いていただいたこと、ま
た、単に働いているだけでは経験できなかったであろう、クラブの
周年記念式典の副実行委員長やクラブ会長・幹事、そして今期の地
区役員など、責任ある立場を任せていただき、皆のために行動する
機会を多くいただけたからです。卒業まであと２年ありますが、す
でに入会して良かったと心から感じています。
さて、熊本東南 RAC の話に戻ります。来期が会員数３名、このま
ま行くと再来期の会員数が１名という状況にあります。熊本東南
RAC には現在スキルと熱意を持ったメンバーがいらっしゃいます
が、そんなメンバーがもっと多く集まれば集まるほど、RA のでき
ること＝可能性は広がっていきます。
だからこそ今、ぜひ皆様のお力をお借りしたいと思っております。
何もすぐにご自身の身の回りの若者を入会させてほしいということ
ではありません。お願いというのは、まずは一度、熊本東南 RAC
の例会に MU をしていただきたいということです。
人は行動によって変わることができます。RAC は、自主性を育て
る行動の機会に溢れています。どうぞ、皆様のご支援によって活動
している熊本東南 RAC の例会にまずは一度、お越しいただき、私
たちアクターが今どのように活動しているか、どんなに有意義な時
間を過ごしているかをご覧ください。先ほど白石会長の「会長の時
間」でもお話がありましたが、RA の情報を “ リアルタイム ” にゲッ
トしていただけたらと思います。

国際ロータリー第 2720 地区ローターアクト
熊本Ｇ代表補佐 久保山 慧美
（人吉ＲＡＣ）

タイミングのいいことに、6 月 29 日 30 日（土・日）にかけて、

こんにちは。

こちらからほど近い阿蘇において RA の地区行事「地区 RA 研修会」
私は人吉 RAC 所属、地区では熊本 G 代表

が開催されます。この地区行事は、RA の一年間の集大成です。ま

補佐を務めております、久保山と申します。

だ登録は間に合います。１日目だけ、２日目だけでも構いません。

本日はこのようにお話しする機会をいただ

ご登録をお待ちしております。そして、ご覧になりどう感じられた

き、うれしく思います。皆様におかれまし

か、ロータリアンとしてローターアクトにもっと何を望むのか等、

ては普段から RAC への絶え間ないご支援を

考えをお聞かせください。

賜り、心から御礼申し上げます。
私たち RA は、国際ロータリーの掲げる奉仕のひとつ「青少年奉仕」

私たちは、これまでもこれからも、ロータリアンの皆様の「奉仕の

のもとに、リーダシップの推進、能力開発、そして地域社会に礎を

パートナー」として成長しながら手を取り合い、活発に活動してい

置きながら親睦と奉仕活動を行い、それを通じて全世界の人々のあ

きたいと願っています。どうぞあたたかいご支援と、ご指導・ご佃

いだによりよい信頼関係を推進するべく活動しております。

撻の程お願い申し上げます。

特に東南 RAC の皆様は、
先ほど安達委員長からもお話があった通り、
熊本地震にも負けず開催した「留学生交流会」やパストガバナーを

■点鐘
編集者

招いた通常例会など活発な活動をしていただいています。

−４−

松岡泰光

