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歯止めがかからない状況が続いており、膨らみ続ける社会保障費

■点鐘

などを、どこまで抑制できるかが問われることになります。全国
にはりめぐらした、道路、高速道路、などの補修整備とか国債の

■国歌斉唱

利払いなどこれから将来にむけた費用をどうやって払っていくの
でしょうか？税金を上げる事で解決できるのでしょうか。将来の

■ロータリーソング「我等の生業」

展望をどう持っていくかをもっと政策に入れてほしいものです。

■来訪者紹介
■幹事報告（幹事 古田 哲朗）

（会長 白木 誠一 )
卓話者

１）

井上智重 様

松本繁直前ガバナー補佐、永野昭一直前会長、福井学直前幹事 慰
労会の案内。
日時 平成２９年１０月４日（水）１８：３０〜

■会長の時間（会長 白木 誠一 )
卓年度概算要求

場所 「瑞恵」
会費 ７，
０００円

4 年連続で 100 兆円超の見通し

10 月の 28 日に衆議院解散が決まり、慌ただしくなっているよう
です。

今後の行事

前原誠司の民進党 88.44 人、小沢一郎の自由党 2.4 人、小池都知
事の希望の党などと、しかし政策はどうなっているのでしょうね。
来年度予想案の編成で、概算要求が財務省に提出されましたが、
医療や年金などに充てる「社会保障費」が高齢化で膨らみ続ける
うえ、北朝鮮に対するミサイル防衛の強化や大雨の災害に備える
公共事業など歳出の上積みを求める圧力は強まっており、一般会
計の要求の総額は、4 年連続で 100 兆円の大台を突破しているよ
うです。このうち要求額が最も多い厚生労働省は、高齢化で、医
療や介護、それに年金などに充てる「社会保障費」が、一段と膨
らむことから今年度の当初予算を 2.4％上回る 31 兆 4298 億円

開催日

行事名
場所
会場
出席者
やつしろハーモ
地区ローターアクト第33回年
2017年 10月7日（土）・8日（日）
熊本県八代市 ニーホール／セレ 松本一也
次大会
クトロイヤル八代
熊本県民交流館
10月7日（土）
職業奉仕研修セミナー
熊本県熊本市
パレア
職業奉仕・社会奉仕・国際
10月22日(日)
大分県大分市 ホルトホール大分 宮川義行
奉仕合同フォーラム
第9回熊本中央ロータリーク
熊本高遊原カント
10月27日（金）
熊本県上益城郡
（案内中）
ラブチャリティーコンペ
リークラブ
地区会員増強部門・新進気
10月28日（土）
熊本県熊本市 熊本学園大学 宮川義行
鋭会員セミナー
阿蘇リゾートグラ
阿蘇RC創立50周年記念式
佐野茂、松本繁、宮川
11月11日（土）・12日（日）
熊本県阿蘇市 ンボリオホテル・ゴ
典並びに記念ゴルフ大会
義行
ルフ場

を要求します。
防衛省も、北朝鮮が弾道ミサイルの発射を続けるなかミサイル防
衛を強化する
新たな装備の導入などの費用を盛り込み、過去最大となる 5 兆
2551 億円を要求します。国土交通省は、全国各地で多発してい
る大雨の災害に備え公共事業の費用を増やすことなどから、今年
度の当初予算を 15％余り上回る 6 兆 6944 億円を要求します。

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当委員 佐野 茂）

このように概算要求では、歳出の上積みを求める圧力は強く、一

四つのテスト（Ⅰ）

般会計の概算要求の総額は、4 年連続で 100 兆円の大台を突破し、
101 兆円前後に達する見通しです。財務省は、31 日、要求を締
め切って予算の編成作業を本格化させることにしていますが、国、
地方を合わせた借金は、すでに 1000 兆円を超え、財政の悪化に

「四つのテスト」は、ロータリアンとしての道徳的指標として、
人生のあらゆる面で適用されるものですが、特に事業生活、職業

－１－

■委員会報告

生活の面で活用することがふさわしいとされております。

（クラブ管理運営委員長 内田信行）
本日はこの「四つのテスト」がどのようにして生まれたのか、
そして、それがどのようにしてロータリアンの指針となったのか、

熊もち米刈り取り＆バーベキューの案内

その経緯について話すこととしまして、内容の研究については、
わたくしの担当する次回の情報の時間に申し上げることとします。

日

時

１０月１５日（日）もち米刈り取り
９：３０集合、１２時頃終了予定

この「四つのテスト」は、1932 年（今から 85 年ほど前）、シ

バーベキュー

カゴのロータリアンのハーバート・テーラーが考え出したものです。

場

所

参加費

この人は、ジュエル・ティーという会社の代表役員でして、や

１２：３０頃から

内田信行会員宅集合
１人２０００円／２〜３人でも２０００円

がて次の社長になるところでしたが、全く関係のない別会社のア
ルミニュウム製品を作る会社が、当時の経済恐慌のあおりによっ

■委員会報告

て倒産寸前にありました。

（会員増強担当委員 松本繁）
ハーバートは、かねてからその経営手腕に定評がありましたが、
その手腕を見込まれまして、その会社の倒産を救ってほしいと頼

月初めの各班報告

まれるわけです。

６／３０現在３７名→現在４０名（今期目標達成）→
４５名（上方修正）

ハーバートは、社長になるはずであったジュエル社を去って、
このアルミ会社と運命を共にしようと決意しました。
この時に、この倒れかかった会社を再生させるためにはどんな
方法があるだろうかと沈思黙考して、結論として全従業員が使え

■委員会報告
（奉仕プロジェクト委員長 永野昭一）

るような短い倫理の基準を作ろうということになり、考え出した
のがこの「四つのテスト」です。

熊本城復元整備基金贈呈の件
（市長室での贈呈式の動画の上映）
後日、板橋南區扶輪社、和歌山東南ＲＣに報告する。
）

ハーバートは、この「四つのテスト」を会社のいろいろな決定
に当たってすべての基本といたしました。
たとえば、会社の広告にしても、この基準によって見直しをやり、
「最上の……」とか「極上の……」というような言葉が除かれて
製品をありのままに説明したものに置き換えられ、さらにまた、
同業者に対する誹謗中傷も、広告や販売用のパンフレットから除
かれました。

■出席報告

その結果、会社を取り巻くディーラーや顧客や従業員から信頼

（出席・プログラム担当委員

河岸 彦治）

と好意の雰囲気が生まれて、会社の業績は次第に好転してまいり
ました。
月日

会社を引き受けた当時、40 万ドルもあった会社の負債は、5
年で完済してしまい、その後の 15 年の間に会社の資産が 200 万
ドルにも達したといわれております。
このようにして生まれたのが「四つのテスト」ですが、これを
シカゴロータリークラブのリチャード・バーナーという人が、国

会員数 出席者数

40
09 月 03 日 （免 1）
39
40
09 月 27 日 （免 3）
37

27

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

4

31

71.49

26

70.27

際ロータリーに提案して、1943 年にロータリーとして採用する
出席免除

ことになったものです。
以来今日まで活用していますが、当初は職業奉仕のプログラムの

09 月 03 日

住江正治

09 月 27 日

住江正治

鷲山法雲

坂梨友一

中に組み込まれていました。その後、これはロータリーの奉仕の
五部門のいずれにおいても極めて重要な要素であると考えられ、

欠席者（8 名）

さらには現在においては、ロータリアンの人生のすべての指針と

09 月 13 日

して尊重されているところです。

白石 繁 西村陽介 島村徹男
内田敏視 山本浩之 山坂哲生

今度の 100% 出席の日は
－２－

堤 勝也
益田敬二郎

10 月 25 日です。

■スマイル
（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）
◎白木誠一 5,000 円
井上様の来訪を歓迎してスマイルします。種田山頭火のお話を宜
しくお願いします。
◎永野昭一 5,000 円
結婚記念日のお花有難うございました。結婚した年が熊本東南
ロータリークラブの創立年ですので、３４年目の記念日でした。
◎沼田敏雄 5,000 円
先週、私の障がいである喉摘者九州ブロック団体研修会が無事終
了しました。今回は熊本県団体が主管開催の為、その責任が終わ
りホッとしています。次は来年１月にある研修会準備に入ります。
◎宮川義行 5,000 円
本日は井上様のご来訪を歓迎いたします。山頭火のお話という事
で楽しみにしていました。よろしくお願いいたします。
隔週で行われているＩＴ講習会、大変ためになっています。永野
さん、ご苦労様です。できればアンドロイド専用で一度集中的に
教えてほしいと思います。１０月も予定がいっぱいです。これか
ら来る１ヶ月は重く長く感じますが、どんなに忙しくても過ぎて
しまえばあっという間の１ヶ月です。「光陰矢のごとし」
「今日が
すべて」の気持ちで生きていきたいと思います。

こうした井泉水選の俳壇のことなど、山頭火の本格的評伝とい
われる本にもいっさい出て来ません。すべて新発見です。
山頭火は大正 5 年 4 月、妻子を伴って山口県防府から熊本市に
移り住みます。種田家は大地主でしたが、家運が傾き、酒造業を
始めますが、失敗。まあ、夜逃げ同然に流れて来たのですが、彼
が頼ったのは「白川及新市街」という風変わりな名前の俳誌を出
していた若者たちでした。新傾向派の俳句の反逆者たちです。リー
ダーは五高生ですが、ほかは商家のボンボンですね。新しがり屋
のワサモンです。
「白川及新市街」の新市街は、いまはアーケド街とその周辺と
思われていますが、実はもっと広く、山崎練兵場の跡地で、辛島町、
練兵町、行幸町、天神町、桜町、花畑町にかかる一帯です。漱石
がロンドン留学のため、熊本を去った明治 33 年（1900）開発が
始まっており、
いわば 20 世紀とともにスタートした。熊本の「丸
の内と銀座」を造ろうというわけです。モダンな都市改造です。

福岡よりモダンだったのです。電灯なんか福岡より早く灯ってい
ます。それは熊本が軍都であり、官庁の町であったからです。ラ
フカディオ・ハン（小泉八雲）は松江から熊本に五高の英語教師

3,000 円

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイルです。
◎潮谷愛一 2,000 円
妻が東京の仕事を終え１１月に熊本に１０年ぶりに帰ることがで
きます。
◎山田公也 1,000 円
８月２３日が結婚記念日でした。お花いただき、ありがとうござ
いました。２９回目でした。結構長く一緒にいれるものだなぁと
改めて感じた次第です。

■卓話
卓話者紹介

山頭火が身を寄せた「層雲」の主宰者荻原井泉水選の俳壇もつく
られます。山頭火は一時期、俳句をやめますが、この九州新聞
の井泉水選の俳壇に載って来る尾崎放哉の句に触発され、俳句に
戻ってきたのではと私は思っています。

卓話の題に「モダン都市クマモト」と銘打ちましたが、熊本は

◎河岸彦治 3,000 円
井上様、本日の卓話楽しみにしております。
◎横山佳之

りましたから、ご記憶の方も多いでしょう。昭和 17 年 4 月、九
州日日新聞と合併し、熊日になります。
この九州新聞は九州日日に比べ、紙面がモダン。山頭火の句や短
歌、消息などが載っています。山頭火は投句欄も持っていました。

として赴任してきますが、すぐに和食から洋食に変えます。パン
もバターもチーズもミルクもステーキ肉もビールもスコッチも手
に入り、健康を取り戻し、体重も増えます。おかげで長男一雄も
生まれる。映画の常設館が出来たのも博多より早かったと思いま
すよ。新市街の世界館、電気館が博多に進出していますからね。
うまくいかなかったようで撤退しますが。熊本市は七月盆でしょ
う。これは官庁の町であったため。熊本という土地柄は中央官庁
の通達に忠実なんですね。軍人の家はモダンでしてね、第十一旅
団長として斎藤瀏少将が昭和 2 年、熊本に赴任してきます。歌人
将軍として知られ、
その一人娘史さんの写真が九州日日新聞に「明
眸」といった形容詞を添えて載り、熊中の生徒だった木下順二さ
んはそれを見ており、
「本郷」のなかに書いています。実に可憐で、
モダンな洋装である。官舎には町の歌人や五高生らが出入りし、
「熊本歌話会」が作られます。昭和 3 年、東京、大阪に次いで熊
本に放送局が開設されますが、斎藤史さんは女性アナウンサーの
試験を受けようかと思ったそうですね。史さんから直接、私は聞
きました。

河岸彦治

井上智重 様
「モダン都市クマモトの種田山頭火」

「山頭火意外伝」という本をなぜ書いたのか。
山頭火の本は数多く出ていますが、こと熊本に
関してはよく調べられていない。ずいぶん間
違った話が増幅され、書かれている。それを正
そうと思いました。九州新聞というのがありま
した。経営していたのは高木弘乳舎の高木第四
郎です。モダンな社屋で、のちに産交本社にな

このラジオ局、ＪＯＧＫは下通の「雅楽多」の裏手にできたわ
けで、そこから放送されるラジオの音を山頭火は人吉や宮崎など
の行乞先で聞くわけです。
山頭火が開いた「雅楽多」は最初、古本屋として始めたのです
が、すぐに額縁や複製の泰西名画、絵葉書、映画スターのブロマ
イドなども置くようになり、任天堂の花札やトランプも。
大正 7 年 7 月、山頭火は新市街の雑踏のなかで、
「活動の看板

－３－

畫など観てありくこのひとときはたふとかりけり」という短歌を
詠んでおります。山頭火が妻子を残し、単身上京したため、
「雅
楽多」はサキノさんの女の細腕ひとつで続けられますが、ずいぶ
ん繁盛したそうです。五高生らのたまり場になり、佐藤栄作も出
入りしていたという話を聞いています。サキノのさんは彼らに
コーヒーを振舞っていたそうです。
「雅楽多」のあった場所はいま、
COCOSA の一角になっています。
山頭火の句碑が全国各地にあるのですが、熊本の人は意外にそっ
けなくて、熊本市内には大慈禅寺、報恩寺、植木の味取観音の三
か所にはありますが、山頭火が望月義庵和尚によって出家得度し
た報恩寺はいま、閉まっているのではないかな。
「雅楽多」のあっ
た下通には句碑どころか、説明板ひとつありません。山頭火の句
は教科書にも載っており、子供たちも知っています。句碑を建て
るよりも COCOSA のなかに「雅楽多」という屋号の文房具屋さ
んを開いたら、私思います。絵葉書やブロマイドなども売って。
どこかモダンで可愛い店。「雅楽多」の包装紙やアルバムに張る
シールも残っており、これを複製して用いるとか。山頭火の写真
なども展示し、グッズも作って。修学旅行生らが訪ねて来て、観
光スポットになるのでは、と。水前寺成趣園で「水は秋のいろふ
かく 魚はういてあたまをそろへ」という句も作っています。こ
れなんかも観光のパンフレットなどに使えると思いますよ。
いのうえともしげ ノンフィクション作家。1944 年生まれ。
熊本日日新聞社文化部長などを務め、くまもと文学・歴史館前館
長。著書に「異風者伝」「言葉のゆりかご」など。

謝辞

会長

■点鐘

れに加わりたいと思うでしょう。関心のあるすべての人がロータ
リーの使命を支える活動に参加できるよう、参加や入会を促進す
る新しい方法を考えなければなりません」とラシン氏。
「ロータリー
の可視性を高めれば、より多くの人に入会の魅力を伝え、世界中
で多くの良いことを実現しているこの会員制組織を支えることが
できます」
フロリダ大学で保健・病院運営の MBA を取得し、医療教育機関で
ある American College of Healthcare Executives でバハマ初の特別
研究員となりました。院長として 37 年間務めた医療機関 Doctors
Hospital Health System を最近退職し、現在は顧問を務めていま
す。全米病院協会の生涯会員で、Quality Council of the Bahamas、
Health Education Council、Employerʼs Confederation など複数の
団体の理事・委員長も務めました。
1980 年にロータリー入会。RI 理事を経て、現在はロータリー財団
管理委員会の副管理委員長を務めています。また、RI 研修リーダー
と K.R. ラビンドラン 2015 ‐ 16 年度 RI 会長のエイドも経験しま
した。
ロータリー最高の賞である RI 超我の奉仕賞のほか、2010 年ハイ
チ地震後のロータリーによる災害救援活動を統率したことにより
多くの人道賞を受賞しています。また、
エスター夫人とともに、ロー
タリー財団のメジャードナー、遺贈友の会会員でもあります。
ラシン氏は今回、ロータリー会長エレクトとして今年 7 月に就任
し、その 2 週間後に逝去されたサム・オオリ氏に代わり選出され
ました。

白木誠一

編集者

村瀬

直久

----------------------------------------------------------------------------------------------2018-19 年度ロータリー年度会長にバリー・ラシン氏が選ばれる

会長指名委員会は、2018-19 年度国際
ロータリー会長に、イーストナッソー・
ロータリークラブ（バハマ、ニュープ
ロビデンス島）所属のバリー・ラシン
氏を選出しました。対抗候補者がいな
い場合、同氏は 2017 年 9 月 1 日に会
長エレクトとして宣言されます。

会長指名委員会委員は次の通り（敬称略）。Anne L. Matthews（委
員長、米国、コロンビア・イースト・ロータリークラブ〔ヒュース
トン〕）、Ann-Britt Åsebol（スウェーデン、ファールン・コッパル
ボーゲン・ロータリークラブ）、Örsçelik Balkan（トルコ、イスタ
ンブール・カラコイ・ロータリークラブ）
、James Anthony Black（ス
コットランド、ダヌーン・ロータリークラブ）
、John T. Blount（米
国、セバストポル・ロータリークラブ）
、Frank N. Goldberg（米国、
オマハ・サバ―バン・ロータリークラブ）、Antonio Hallage（ブラ
ジル、クリチバ・レステ・ロータリークラブ）、Jackson S.L. Hsieh
（台湾、台北サンライズ・ロータリークラブ）、Holger Knaack（ド
イツ、ハルツォグトゥーム・ラウアンブルク・ムーン・ロータ
リークラブ）、黒田正宏（日本、八戸ロータリークラブ）、Larry A.
Lunsford（米国、カンザスシティ・プラザ・ロータリークラブ）
、P.T.
Prabhakar（インド、マドラス・セントラル・ロータリークラブ）、
M.K. Panduranga Setty（インド、バンガロール・ロータリークラブ）
、
Andy Smallwood（米国、ガルフウェイ・ホビー・エアポート・ロー
タリークラブ）、Norbert Turco（フランス、アジャクシオ・ロータ
リークラブ）、渡辺好政（日本、児島ロータリークラブ）、Sangkoo
Yun（韓国、新漢陽ロータリークラブ）

ラシン氏は会長として、公共イメージ
の向上と、ロータリーのインパクトを
広げるためのデジタルツールの活用に力を入れたいと考えています。
「ロータリークラブが行っている良いことを知っている人なら、そ

－４－

