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■幹事報告

■点鐘

（幹事

■国歌斉唱「君が代」

中島祐爾 )

１）
硯川昭一ガバナーエレクトより、２０２０〜２０２１年度 地区

■ロータリーソング「手に手つないで」

研修・協議会の案内。

■会長の時間
（会長

令和 02 年 02 月 12 日

※例会日

内田
中島

開催日

２０２０年４月５日（日）

会

熊本城ホール

場

２）

内田信行 )

和歌山東南ＲＣより、４月２２日（水）訪問に関しての挨拶状。
３）

『バレンタインデーの心構え』

瀧満ガバナー、地区管理運営部門 堀川貴史部門長、ＲＬＩ委員

もうすぐバレンタインデーです。これについてお話しようかと考

会 長縄弘貴委員長より、RLI パートⅡ（２）の案内。

え、由来なり歴史を調べてみましたがこれといっておもしろそう
なのがありませんでしたし、いろんな説があってどれが正しいの

日時

２０２０年３月２０日（金／春分の日）９：２０〜

１６：４５

か、よくわかりませんでしたが、お話しようかと思います。

場所

ホルトホール大分

１９５８年頃から流行りだしたのは、都内のデパートで開かれた

会費

３，
０００円（クラブ負担）

バレンタインセールでチョコレート業者が『バレンタインには

※当クラブの RLI パートⅠ（１）

チョコを贈ろう！！』と、広告を出し、キャンペーンを行ったの

修了者…松本一也会員、福井学会員

が発端だと言われているそうです。

４）

最近は、職場の上司や同僚など本命ではない人に渡す『義理チョ

特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパンより、チャ

コ』同性の友達同士で贈りあう『友チョコ』少し奮発してあえて

イルド（メロディ・オブシャナ、マーク・ローレンス・サンブ）

高価な物を自分用に贈入する『ご褒美チョコ』が、トレンドのよ

の手紙。

うです。少なくともチョコレートがどうのこうの言うのは日本だ

５）

けのようですし、女性から積極的に告白をするというのも、日本

第８回定例理事会報告。

人だけです。このバレンタインにこしかけ、ハロウィンなどもな
くすべき悪習なのです。私が、チョコを貰えないからひがんでい
る訳ではありません。元々愛情とか好意を、女性の方から直接伝

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当委員

佐野茂 )

えるなどもってのほかです。たった５００円そこらのチョコを
『義
理チョコ』だと、わかっているのに、ニヤニヤして喜んでいる場

19 年規定審議会の改正については、既に当クラブの定款、細則

合ではありません。

を作成し、本年の年次総会日において確定したところであります

みなさんも少し反省してください。それに比べて女性はどうで

が、本来ですと、その時点で定款の削除される条文を申し上げる

しょう。

ところでございましたが、私、急病で欠席を余儀なくされまして

女性が男性にねだる物といえば、アクセサリーやブランド物と、

今日まで申し上げておりませんでした。

チョコレートの比ではありません。何べんも言いますが、５００
円のチョコレートがとんでもなく高い物にあたるということで

本日の情報の担当は、鈴木委員長の担当で、私は次回の担当でし

す。女性の罠にはまる前に、穀然とした態度でギフトを断るくら

たが、次の例会は夜の例会で、私、夜の外出はしばらく自重した

いの気合いをもって、その日を迎えてください。

いと思っておりまして、欠席しますので、本日鈴木さんが情報を

バレンタインデーを前にして男としての心構えをお話しました

された後に、鈴木さんのご厚意によって、多少時間をいただいて

が、夜の街で両手いっぱいのチョコをニヤニヤして貰っている私

伝達いたしたいと思います。

を見かけても、知らん顔をして見て見ぬふりをお願いしておきます。
以上、会長の時間でした。

実は、従来のロータリークラブ定款の第 11 条職業分類の第 2 節

−１−

において、
「制限」という見出しで、

■出席報告
（出席・プログラム担当委員

松岡泰光 )

「5 名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を
選出してはならない。
ただし、会員数が 51 名以上のクラブの場合は、同一職業分類に
属する会員がクラブ正会員の 10 パーセントを超えない限り、そ

月日

の職業分類の下に選出することができる。

会員数 出席者数

43
01 月 29 日 （免 6）
37
43
02 月 12 日 （免 5）
38
☆出席免除
01 月 29 日 住江正治

引退した会員は、その職業分類の下にその職業分類に属する会員
総数に含めないものとする。
選出によってクラブ会員数が職業分類の制限を一時的に超えるこ
とになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員、または理
事会によって定義されたローターアクターあるいは RI 理事会に
よって定義されたロータリー学友の職業分類は、正会員に選出さ
れることを妨げるものであってはならない。
会員が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの制限にかか

02 月 12 日

わらず、同会員の会員身分を新しい職業分類の下に継続すること

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

8

33

86.84

25

29

76.31

島村徹男

鷲山法雲

河岸彦治

草村安宏 佐野 茂
住江正治 島村徹男
草村安宏

鷲山法雲

河岸彦治

ができる。
」
☆欠席者（4 名）
01 月 29 日 岡本千代門

以上が従来職業分類による会員数の制限でしたが、今回の規定審

杉本整哉

山本浩之

矢野敬之

議会において、国際ロータリー理事会の提案として「制限」を廃
止することが提出審議されました。

今度の 100% 出席の日は

02 月 26 日です。

審議の冒頭の発言として、日本からの国際ロータリー理事会理事
になっている三木明氏から次のような発言がありました。

■スマイル

「本制定案の目的は、クラブがバランスの取れた会員構成を保つ

（親睦・スマイル担当

ために必要な組織規定文書の言葉を維持しつつ、ある一つの職業

出先教明 )

分類の下にクラブに入会できる会員数の制限を削除することで
◎古田哲朗

す。現在クラブでは、同じ職業分類に属する会員数においで制限

10,000 円
誕生祝いありがとうございました。２月１６日で４７
才になります。

がありますが、多くのクラブがその職業分類に下部分類を作るこ
とで、この制限をくぐり抜けています。
ポール・ハリスが言われた「ロータリーは社会の変化に対応しな
◎宮川義行

ければならない」に対応することが、ロータリーの発展のために
必要不可欠です。

友人のお父さんが、大津でトラックに巻き込まれて亡
くなりました。バイクに乗っていました。昨日は仕事
の付き合いのあった３２才の女性がガンで亡くなりました。コロ
ナウィルスでも多くの命が失われています。今、目の前に居る友
人や家族も、明日、又会えるとは限りません。自分かもしれませ
ん。悔いのない１日１日を送りたいと思います、皆さん頑張りま
しょう。

すなわち、職業分類による会員数の制約は全くなくなったという
ことです。審議結果は、403 対 108 で採択されています。
新会員獲得活動に若干幅広くなったのではないでしょうか。

■委員会報告
（姉妹クラブ担当委員

古庄浩二 )

◎内田信行
〜

和歌山東南ＲＣ・宇佐ＲＣの来熊について

〜

5,000 円

２０２０年は打倒松本と思っていましたが返り討ちに
なってしまいました。でも楽しいゴルフをさせていた
だきありがとうございました。今年はまだ始まったば
かりです。又挑戦します。

令和２年４月２２日（水）〜２４日（金）

■委員会報告
（青少年奉仕担当委員

6,000 円
雨の中皆さんお疲れ様です。１月１日が大切に感じて
います。４日の夕方、２年程美容針をしてくれている

◎沼田敏雄

宮川義行 )

２月１８日２０時から中央公民館でアクトの例会が行われます。
参加できる方はよろしくお願いします

−２−

5,000 円
やっと本年最初の北島三郎公演が大阪新歌舞伎座にて
５月に開催されます。まだまだ元気な歌声が聞かれま
す。

◎出先教明

3,000 円
今日の卓話はよろしくお願いいたします。人前で話
すのは苦手です。緊張しています。

◎小畑成司

2,000 円
ちょっぴり悔しいですが韓国映画のパラサイトが初
めで英語圏以外の国の映画でアカデミー賞作品賞を
受賞しました。おめでとうございます。以前から韓
国映画はかなり観ていましたがなかなかの物ですよ。
これを機に１回観てみてください。

父の会社のエース産業に入社して何もわからない状態で、当時の
会社の先輩からアクトに入るよう勧められ入会しました。
おそらく、結婚の時期と重なっていたと思いますが、例会や飲み
会、泊りがけの研修があると嫁は私を疑い、何やら変な宗教か、
女性との遊びではと言われていました。携帯電話も持ってなかっ
たと思いますので連絡手段がなく、ポケベルがなりっぱなしでし
た。それでもアクトの在籍中にクラブの会長、地区役員などをさ
せていただき充実した 7 年間でした。
当時のメンバーも、松本会員の娘さん、沼田会員の娘さん ( 先日

◎松岡歩紗実

1,000 円

今年はインフルエンザひもかからず毎日元気で過ご
せている事に感謝してスマイルします。

■会員卓話（出先教明 )

1973
1980

1986

昭和 48 年 10 月 7 日福岡県福岡市で父・出先幸之進、母・
規江の長男として生まれる
昭和 56 年 6 才父の転勤で熊本市に引越しをする
熊本市立画図小学校に入学
昭和 62 年 12 才 画図小学校を卒業
出水南中学校に入学

の家族会で久しぶりにお会いできました )、内田会長の会社の社
員さんなど、20 代の私の貴重な方々と出会うことができました。
そして今でもお付き合いしていただいているこの東南ロータリー
の方々帰ってこられて良かったと思っていますし、まさか自分が
ロータリアンになれるとも思ってもみなかったという思いも事実
です。
せっかく入会したのだから何かをしたいなあという思いはありま
すが、まだまだ仕事とロータリーの両立のバランスがいまいちつ
かめません。生涯ロータリーと思うのであれば、自分のペースで
一つ一つ確かめながら、出席が第一に考えていこうと思います。
どうぞ、これからも宜しくお願い致します。

■点鐘
編集者

沼田敏雄

-----------------------------------------------------------------------------------------------

新しい平和拠点をつくる
1989

平成元年

15 才

投稿日 : 2 月 4, 2020

出水南中学校を卒業

熊本商科大学付属高校に入学
〜広島 ･ 長崎 爆心地 中間点 上毛町−未来へつなぐ平和の架け橋事業〜
1992

1994

平成 4 年 18 才 熊本商科大学付属高校を卒業
熊本経理専門学校に入学

寄稿者：錦織 亮雄（広島東南ロータリークラブ、
創立 60 周年記念事業実行委員長）

平成 6 年 20 才 熊本経理専門学校を卒業
愛知県の愛知電機製作所も就職

1995

平成 7 年 22 才

1996

平成 8 年 23 才 工一ス産業株式会社に就職 (1 月 )
妻・富貴と 4 月 6 日に結婚
熊本東南 RAC 入会 ( 春ごろ ?)

（左から）松井一實氏（広島市
長）、坪根秀介氏（上毛町長）、
田上富久氏（長崎市長）

愛知電機製作所を退職 (12 月 )

長女・真衣が生まれる
1998

平成 10 年

25 才

長男・竜介が生まれる

2001

平成 13 年

28 才

次男・公介が生まれる

2004

平成 16 年

30 才

熊本東南 RAC 卒業 (6 月 )

2004

平成 20 年

35 才

工一ス産業の社長に就任

アクトからロータリーへ

広島東南ロータリークラブは、被爆都市広島の中心部をテリト
リーとするクラブとして 60 年前に創立されて以来、多様な平和
推進活動に力を入れてきました。創立 5 年目には、「知客寮」（チ
カクリョウ）という原爆孤児の帰郷のための家をつくりました。
1982 年にはパールハーバー・ロータリークラブ（米国ハワイ州）
と姉妹縁組を結び、
「ヒロシマ」と「パールハーバー」という戦
争体験の恩讐を超えて交流や共同奉仕活動を続けています。最近
では、広島の被爆樹木の保護や苗などを各地に配布する平和運動
の支援にも力を入れています。
ロータリーでの平和推進活動は、多くの難しい側面をもっていま
す。
「平和」という誰もが望む大きく深い命題では、その到達へ

−３−

の道筋は多様であり、到達点さえも定かではありません。それゆ
えに活動は、形骸化したり、抽象的であったり、持続性に欠けた
りする恐れがあったり、夢想的な平和原理主義に陥って孤立して
しまう場合もあります。実践的な平和活動は、いずれも小さな源
流の一滴であり、祈りのように純粋ですが、その効果には常に不

また、平和の架け橋の象徴としてその両者を結ぶ地点に創られた
モニュメントの除幕を行いました。

安とむなしさがつきまといます。

爆樹木２世はもの言わぬ証人であり、町の若い世代に平和を願う
心を育んでほしい」と述べ、また田上富久長崎市長は「仲間が増
えた思いで、未来につながる取り組みを歓迎したい」と述べられ
ました。

平和記念式典では、坪根秀介上毛町長が「広島 ･ 長崎爆心地中間
点上毛町平和宣言」を発表しました。松井一實広島市長は、「被

特に、広島や長崎での平和推進活動は、難しい呪縛が伴います。
人類史で初めて原子爆弾の惨禍に遭った広島と長崎は厳然たる平
和拠点ですが、核廃絶運動の先頭に立つ絶対的使命を持っている
がために、「平和」という命題にとってあまりにも特別な場所で

「被爆者の心」と題した記念講演では、私が自身の被爆体験を語

す。広島・長崎は 75 年間核兵器の非人道性と「核なき平和」を
訴え続け、75 年間核兵器は使われていませんが、世界は平和で
はなく「核なき非平和」が蔓延しています。現在、
「核なき非平和」
の主犯が戦争暴力に加えて貧困・疾病・テロ等となっていても、
広島・長崎は「核兵器の廃絶が恒久平和をもたらす」と頑強に訴
え続ける使命があり、その平和理念は非現実化の傾向にあります。

りました。原爆犠牲者のせめてもの「死に甲斐」としての平和希
求を語り、必死で生き抜いてきた被爆樹木の姿を紹介して、被爆
者や被爆地を超えた開かれた平和運動の必要を訴えました。児童
劇団「I PRAY」による創作劇では、被爆という重い現実をテーマ
としながらも、平和な未来へと祈りを込めて歩もうとする姿が明
るく感動的に表現されました。

75 年間核兵器が使われることがなかったことには核兵器の抑止
力が無視できなくても、「核兵器は絶対悪であり抑止力などあっ
てはならない」と主張し続けなければならないのです。
被爆地ではない平和拠点を
2020 年 は 広 島・ 長 崎 へ の 原
爆投下から 75 年になり、原

広島、長崎に続く第三の平和拠点がつくられ、両被爆地と被爆者
の思いを汲みながら、それを超えてさまざまな思いが交錯する開
かれた平和への活動が始まります。今後は、福岡県と上毛町、ロー
タリークラブ等の協力で、ここに植えられた被爆樹木の苗の成長
とともに、特に世界中の子どもたちや若者が自由に学び交流する
拠点として大きくその意味を広げていくことを願っています。

爆の後「75 年は草木も生えぬ」
と言われた節目の年です。こ
の節目に重なるクラブ創立 60
周年にあたり、その記念事業
として意味ある平和推進事業をと考え出したのが、被爆地として
の呪縛を持たない「第三の平和拠点」の創出でした。
Map その場所については、被爆地でもなく被爆者もいないが原爆
に関係のある場所として、広島と長崎の中間点にある福岡県築上
郡上毛町（コウゲマチ）を選びました。町長や町議会などに説明・
提案し、町をあげての賛同を得て、
「広島 ･ 長崎爆心地中間点上
毛町−未来へつなぐ平和の架け橋事業」として実現することにな
りました。

■今後の予定

事業の発足イベントが、国連が定めた世界平和デーである 2019
年 9 月 21 日に開催されました。当日は上毛町民、子ども代表、
関係者に加え、広島と長崎の市長、広島東南、長崎南、地元の豊
前の三つのロータリークラブ会員、インター ･ アクト ･ クラブ
代表など、総勢 400 名余りが参加。町内の大池公園で被爆樹木
２世の植樹式とモニュメントの除幕式を行ったほか、げんきの杜
ホールで平和記念式典が行われ、盛大な事業となりました。

熊本第３グループ

熊本県

ＩＭ

熊本市

熊本ニュースカイ
02 月 21（金）
福井学、堀内健太郎、松本繁、松本一也、前田日出夫、宮川義行、
松岡歩紗実、中島祐爾、内田信行

2 月 02 月 23（日） 国際奉仕のつどい

植樹をする福岡県立青豊高校

02 月 29（土）

インターアクト部メンバーと
上毛中学校生徒会メンバー

03 月 01（日）

大分県

大分県消費生活・男女共同参画

大分市

プラザ「アイネス」

会長エレクト

熊本県

研修セミナー

熊本市

熊本ホテルキャッスル

〜

3 月 03 月 20（金） RLI パートⅡ（２）

植樹式とモニュメント除幕式では、上毛町と上記の三つのロータ

ＡＮＡクラウンプラザホテル

4 月 04 月 05（日） 地区研修・協議会

リークラブが協力して、大池公園内の大池両岸に被爆樹木２世の
苗を植樹し、
それぞれ「広島の丘」と「長崎の丘」と名付けました。

−４−

松本一也

大分県
大分市
熊本県
熊本市

ホルトホール大分

熊本城ホール

