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■点鐘

村名の「嬬恋」は、日本武尊が東征の帰路、八咫烏（やたがらす）

■国歌斉唱

めに海に身を投じた愛妻の弟橘媛を「吾嬬者耶」
（あづまはや）と

に導かれて 碓氷峠に登り鳥居峠に立ち、海の神の怒りを静めるた
追慕した古事にちなむ

■１２月の歌「きよしこの夜」「ジングルベル」

【「夫婦の日」にも商機あり？】

（ソングリーダー 鷲山法雲 )

この日をビジネスチャンスと捉える民間の動きも活発です。大手洋
菓子メーカーの「銀座コージーコーナー」は期間限定のケーキを販
売しました。夫婦で楽しめるよう、2 種類のケーキになっていて、

同社は「たまには夫が妻にケーキを贈って、夫婦一緒に食べる時間
がコミュニケーションを深めるきっかけの 1 つになれば」と話し

■来訪者紹介（会長 白木誠一 )
米山奨学生

見学

翁力棟 君

井村宣敏

様

見学

ています。

特別の宿泊プランを設定したのは、北海道小樽市のホテル「グラン
渡邉一弘

ドパーク小樽」
。この日は、客室の明かりでホテルの建物に巨大な

様

ハートを出現させて、宿泊した夫婦には、ハート型のケーキを用意
するなど、ムードを演出します。ホテルでは「この日は平日だが、
休前日ということもあり、有給休暇を利用して、2 人でゆっくり過
ごしてほしいです」と話していました。

【生まれ変わってもあなたと？アンケート】

こんなサービスが続々と出てくるということは、
実は世の中に「い

■会長の時間（会長 白木誠一 )

い夫婦」は多いのではないか。アンケート調査の結果を見てみると、
多くの夫婦が「円満」だと感じている現状が見えてきます。明治安

生まれ変わってもいっしょ？

田生命がことし 10 月に行ったインターネット調査によると、

「夫婦関係は円満ですか」

11 月 22 日は「 いい夫婦の日 」

そもそもそんなに「いい夫婦」がいるのかと思うのですが、ある調
査では、妻が、夫が一番と思っている人たちも結構いるのだそうで
す。不倫スキャンダルに辟易としていた中、世の中捨てたものじゃ
ないと思う、でもやっぱり不満もありますよね。

ももう一度同じ相手と結婚したいですか」という問いに対しては「必
ず結婚する」が 15％、
「たぶん結婚する」が 31.6％とやや少ない

調査では「日々の生活では “ 現実の夫婦関係 ” を受け入れることで

世の中に浸透してきた感のある「いい夫婦の日」
。ことしも各地で

自治体のＰＲにつなげよう

と沖縄県石垣市が始めるのが、婚姻届を市に提出した人にオリジナ
ルの受理証明書を贈るというもの。石垣市市民課では「新婚旅行な
どで訪れたカップルが婚姻届を出すことが多く、この証明書で思い
出作りをしてもらえるとうれしい」と話しています。

一方、村の名前の由来から「愛妻家の聖地」を掲げる群馬県嬬恋村

がことし初めて開くのが、
夫婦で楽しむ星空観察会。標高 1250 メー
トルにある「愛妻の丘」と呼ばれる場所で満点の星空を天体望遠鏡
で観察し、
「いい夫婦」にまつわる星の解説も受けられるというこ
とです。

人は全体の 76.1％にも上りました。ただ一方で「生まれ変わって

数字が。

【 各地の地域起こし、ことしも続々 】
さまざまな取り組みが行われます。

という問いに対し、
「円満である」と「まあ円満である」と答えた

「円満」と感じてはいるものの、生まれ変わっても再び結婚したい

と思うほどの “ 理想の夫婦関係 ” には達していない人が多い」と分

析していて、理想と現実の間にギャップがあるのかもしれないとし
ています。

【妻の不満＞夫の不満】

では理想と現実のはざまにあるものは何か。同じ調査によると男性
の 52.6％、女性の 76.2％が相手に何らかの不満を持っているとし
ています。夫が妻にいだく不満のトップ 3 は、
（1）整理整頓がで
きない（2）気が利かない（3）体型が変わってきたところ。逆に
妻が夫に抱く不満では（1）気が利かない（2）整理整頓ができな

い（3）家事の協力をしない、の順になっています。何となく予想

－１－

はつきましたが、やはり妻の不満のほうが夫のそれと比べて大きい
ようです。

世代と比べて多くなっているのも、
納得のいく結果です。そして「相

手から言われたいひと言」は、他と大きく差をつけて「ありがとう」
が 1 位でした。

【理想と現実 大きなギャップ 】

男女の不公平感については、興味深いデータがあります。リクルー
トブライダル総研の「夫婦関係調査 2017」によると、家事の分担

比率の理想と現実に大きなギャップがあるというのです。小学生以
下の子どもがいる妻が理想とする家事の分担比率は 66.5％。これ

に対して、実際の分担比率は 84.6％。理想と現実の間におよそ 18
ポイントもの開きがあります。

【“ 結婚生活は長い会話 ”】実存主義の代表

かのドイツの哲学者ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋ・ｳｲﾙﾍﾙﾑ・ニーチェは著書「人間的な、
あまりに人間的な」のなかで次のように述べています。
「長い会話

としての結婚生活。結婚生活をはじめる時、自問すべきだ。この女
性が年老いても良い会話ができるだろうか？結婚生活では他のこと

はすべて変化していくが、共に過ごす時間の大部分は会話に属する」
寒くなってきた冬の夜長、今夜は妻と肩寄せ合って、たあいのない

【出産で夫への愛が急降下？】

子どもが生まれたあとの振る舞い方で、その後の夫婦関係に深刻な

会話でも楽しんでみてはいかがでしょうか。

影響が出るという、男性にとってちょっと恐ろしいデータもありま

■幹事報告（副幹事 村瀬直久）

た「女性の愛情曲線」の調査。ライフステージごとに女性たちの愛

１）

す。東レ経営研究所の主席コンサルタント・渥美由喜さんが行っ

情の配分がどう変わるかを調べたものです。グラフでは、結婚の直
後には「夫」に最も多くの愛情が注がれますが、出産をきっかけに

八代ＲＣより、創立６０周年記念式典・祝賀会の案内。
日 時 平成３０年２月２４日（土）

「子ども」への愛情が高まると同時に「夫」への愛情は急降下しま

式典

す。問題は、
その後の愛情曲線が 2 つに分かれ、
子どもが大きくなっ

祝賀会 １７：３０～

ても夫への愛情が戻ってこない人もいるということです。渥美さん

場 所 セレクトロイヤル八代

の調査では、出産直後から乳幼児期にかけての大変な時期に「夫と
2 人で子育てした」と答えた女性たちの夫への愛情は徐々に上昇し
て回復しますが、
「私 1 人で子育てした」と答えた女性たちの夫へ

の愛情は低迷したままでした。渥美さんは「想像以上に、産後の育
児参加の有無で、その後の愛情に大きな違いが出ることがわかり驚
いた。その後の夫婦関係に何十年にもわたって影響するので、最も
大変な乳幼児期に、大変な育児を夫婦で一緒に担う姿勢が必要だ。
子どもが生まれる男性には｛ハイリターンの投資だから育児にしっ
かり関われ｝と伝えています」と話しています。

１４：３０～、記念講演 １６：０５～、

登録料 １０，
０００円

※熊本東南ＲＣ創立３０周年の際には八代ＲＣより４名ご登録いた
だいております。
２）

熊本西稜ＲＣより、第２回熊本市域ＲＣ会長・幹事会議事録の送付。
３）

永田壮一 ガバナー、小山康直 地区研修リーダー、中川貴夫 ＲＬＩ

委員長より、ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）パートⅡ

【共感を呼ぶ企業キャンペーン 】

外資系の日用品メーカー「Ｐ＆Ｇジャパン」は、
「いい夫婦の日」

セミナーへの案内（予告）
。

日時 平成３０年５月２０日（日）９：００～１７：００（予定）

にあわせて、夫婦の生活を描いた動画をインターネットに掲載し、

会場 大分ホルトホール

話題を呼んでいます。いろんなことを分け合って生きていこうとス

タートした結婚生活が、やがて仕事や子育てに追われるようになり、
互いに言いたいことも言えなくなっていく…そんな夫婦の日常を

※タイムスケジュール、プログラム、参加費は後日案内。
今後の行事
開催日

追ったストーリー。
「ふたりでわけあうもの」と題されたおよそ 3

2018年 1月27日（土）

分の動画は、
公開から 20 日間で 340 万回以上再生され、
ツイッター

ともに 10 項目の誓い文をホームページで公開しています。誓い文

は、婚姻届とセットになっていて、無料で自由にダウンロードでき、

「お互いが得意な家事を見つけよう」や「ひとりでやるほうが早い

仕事ほど、分け合ってみよう」などの文章が書かれ、夫婦がチェッ
クできるようになっています。Ｐ＆Ｇ広報の田上智子さんは「最初
仲のよかった夫婦も、月日が過ぎればすれ違いも起きる。家事分担
など、互いが頑張っていることを認め合うことで、夫婦の絆を見つ
め直してほしい」と話しています。

地区補助金管理セミナー

3月16日（金）・17日（土） 地区大会

には「朝から号泣している」とか「メッセージが刺さる」など、共
感するツイートが相次いでいます。
「Ｐ＆Ｇジャパン」では動画と

行事名

場所

会場

出席者

大分県大分市 ホルトホール大分 案内中
熊本ホテルキャッ
熊本県熊本市 スル・熊本市民会
館

■ロータリー情報の時間

ロータリー情報担当委員 鈴木義親）

「クラブ協議会（club assemblies）について」
寒波襲来、寒い日々が続いております。ロータリー情報の時間です。
2017―2018 年度上期の情報の時間は本日で終了です。

今日は卓話の時間 30 分はクラブ協議会となっておリましてクラ

ブ協議会は年間４回（上期 2 回、下期 2 回）開催される事となっ

【 夫婦円満の秘けつは？】

冒頭の調査では、夫婦円満のために何が必要かを複数回答で聞いて

ております。

又、クラブフォーラムも上期２回、下期２回で年間４回となって

います。それによりますと、一番多かったのは「よく会話をする」
。

おります。クラブ協議会、クラブフォーラムで年間 8 回が計画さ

きます。20 代と 30 代では「育児に協力する」と答えた人が他の

会員の皆さま方は、すでにご承知の事と思います。

次いで「感謝の気持ちを忘れない」
、
「相手を尊重・信頼する」と続

れロータリー情報の重要事項周知討論の場となっておりますことは

－２－

■クラブ協議会（委員会活動半期報告）（会長 白木誠一 )

◎クラブ協議会（club assemblies）

クラブ会長の指揮の下、club のプロジェクト、活動、その他の

取り組みについて話し合うためにクラブ役員、理事、各委員長を
含め、全クラブ会員が出席するクラブ協議会を開くこと。

●クラブ管理運営委員会 内田信行 委員長

クラブ協議会は、ガバナーやガバナー補佐の訪問時に開かれます。
又、地区研修会、協議会と地区大会の直後に開くべきであるとし

ています。

まず、最初に新入会員の方にお礼申し上げた

いと思います。毎週の受付担当業務ありがとう

ございます。クラブ管理運営委員会には、親睦・スマイル、出席・
プログラム、そして会報・雑誌とありますが、今年度はクラブ管理

■委員会報告

運営委員会全員で受付をするという事で理解して頂き、自分で言う

（ロータリー財団委員長 福井学）

のもおかしいですが良くできていると思っております。会員数が多
い時は、今以上に受付にも立てたと思いますが、会員の減少で仕方

施設の高校生通学用自転車寄贈支援担当分担について

ありませんが、今年度は各担当委員の方にお願いするのではなく、
出来る限り自分でも受付に立つように心がけております。

基本的に思うのは、会員全委員が同じ立場である事、現在クラブ

出席報告

管理運営委員会、会員増強委員会、公共イメージ委員会、ロータリー

（出席・プログラム担当委員 河岸彦治）
月日

会員数 出席者数

11 月 29 日

財団委員会、奉仕プロジェクト委員会、長期戦略委員会、五つの委
員会に分かれていますが、全会員が同じ立場であるという事を理解
修正出
席者数

MU

して頂き熊本東南ロータリークラブを盛りたてていければ最高のク

出席率
（％）

ラブではないかと思います。現在でも一番いいクラブだと思ってお
ります。

休会

41
12 月 13 日 （免 2）
30
39
出席免除
12 月 13 日
住江正治
島村徹男
欠席者（8 名）
11 月 15 日
小松野正彦 益田敬二郎
岡本千代門 堤 勝也
山本浩之
山坂哲生

今度の 100% 出席の日は

●会員増強委員会 白石 繁 委員長
76.92

７月１日３７名スタート、現在４１名です。
●公共イメージ委員会 （前田昭博 委員長）
代理 山田公也 会員

西村陽介

内田敏視

２７２０地区ではこれまで広報部門でした

が、公共イメージ部門に名前が変わりました。

これはロータリーの方針として、公共イメージの向上を目指すとい
うことです。そこで熊本東南ロータリークラブの

12 月 20 日です。

１．活動方針として、

■スマイル

「ロータリーのストーリーとクラブの奉仕活動を地域の人に伝える」

（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）
◎白木誠一

２．実施計画として

「地域のマスコミへの取材依頼や奉仕活動の情報提供を行う」

10,000 円

鷲山会員の全快はよかったですね！他人事（ひとごと）ではあり
ませんでした。

井村さん、渡邉さんのクラブ訪問を歓迎します。ぜひ是非入会を
宜しく。

◎宮川義行

「ホームページを充実して当クラブの最新情報を発信して地域の人
への伝達を図る。
」

等のことを掲げてきました。しかしながら７月以降、当クラブが

大きくマスコミに取り上げられるような事績は上がっていません。
ホームページの充実に関しては、永野直前会長の力により、

10,000 円

１）当クラブの週報－毎週（当クラブの活動のほぼ全ての内容が紹

遅れましたが彌冨照皇さんのご入会を歓迎します。

本日は井村さん、渡邉さんの御来訪を歓迎します。今年最後のス
マイルになります。来週は家族会、もちつき、慈愛園のクリスマ

介されている）

２）当クラブの奉仕活動

慈愛園のサマーキャンプ

ス会とありますが、今年も１年あっという間でした。色々勉強さ

伝承遊びの集い

せてもらいました。これからもよろしくお願いします。
◎沼田敏雄

5,000 円

◎小畑成司

2,000 円

２０１７年８月

２０１７年９月

熊本城の復元整備基金への寄付 ２０１７年９月

等々、随時発信されてきました。

後半の事業においては、自転車の寄贈などが控えていますので、

何もありませんが息をしております。幸せです。

まずはこれらの広報に努めていくとともに、各事業の実施に当たっ

井村さんの訪問に歓迎してスマイルします。以前、リハビリ学院
の中島さんを紹介しましたが、今回は２人目です。ずっと長～く

ては、常に広報の面を念頭に置いて協議して進めていきたいと思っ
ています。

ロータリアンとして頑張って頂けますように期待します。

－３－

マスコミへの働きかけなど、会員皆様のお力添えをお願いします。

・国際奉仕プロジェクト（小畑成司担当委員）

●ロータリー財団委員会 福井 学 委員長
１．活動方針

米山記念奨学会への個人寄付状況、

補助金プロジェクトへの参加と寄付を通じ

世界大会の案内。

て財団を支援する計画を立案し、実施する事。

・姉妹クラブ（中島祐爾担当委員）

２．実施計画

①Ｒ財団の組織・仕組みを会員に理解して頂く（11/1 に卓話）
②ロータリー財団・年次寄付・１０％増！

和歌山・台湾訪問について。

③グローバル補助金・地区補助金プロジェクトへの参加促進

●長期戦略委員会 松本 繁 委員長

④ポリオ撲滅運動の推進

長期戦略委員長 松本 繁

⑤奉仕プロジェクト委員会と協力して、地区補助金制度を活用
した次年度（２０１８～２０１９年度）の奉仕活動を企画立

案し地区補助金申請を行う。

〇前期の経過報告

副委員長（記録担当）永野昭一
委 員

白木誠一 白石 繁 内田信行

１．活動方針

①１１月１日に卓話で説明

私たち熊本東南ロータリークラブは、

②年次寄付（普通寄付・特別寄付）

普通寄付：各会員に年間 100 ドル（今期￥11.400）

楽しい

特別寄付：今期は、現時点で寄付者が９名：2.200 ドル

を目指します。

“Joyful and

クラブ計（前期分）が 1.850 ドル（￥207.200）
（￥250.400）

で内１名がＭＰＨＦ ( 累計 2000 ドル～ ) に

⑤児童養護施設への自転車購入資金援助：2017 ～ 2018 年度
分として

良い

最高のクラブ

Good”、
・・・・・・・・・・“Best Club”

・社会に奉仕する同志として、知・徳などの研鑽に励みます。

・私たちは親睦と奉仕に対して真摯に取り組み、クラブの質の向上
を目指します。

総事業費￥900.000（自転車１台￥15.000 × 60 台）

・会員が集い、語り、互いに学び合うことで、より心豊かな人生

内訳は、地区補助金￥280.060

・ロータリアンであることに誇りと、喜びを感じます。

※ 15 施設

〇後期の予定等

を送ります。

クラブ拠出金￥619.940

２．実施計画

次年度（2018 ～ 2019）の補助金申請に関し

・2017 年 9 月末までに中期 3 ヶ年（2017 年 7 月 ~2020 年 9 月）

長エレクトと参加

・2017 年 7 月から 8 月にかけ、クラブ協議会及びクラブフォーラ

・１月中旬～下旬にて各会員により各施設への支援金の贈呈

・2017 年 9 月に、
聴取した内容を加味し事業計画（案）のブラッシュ

・３０年１月２７日の地区補助金管理セミナー（大分）に白石会
・次年度も継続事業として自転車購入資金の援助（５年目）

計画書（案）を策定する。

ムにおいてクラブ会員の意見を聴取する。

・３０年４月１５日までに事業報告書（通帳、写真、領収書）

アップを図る。

を提出して今期の事業完了

・年間を通じ、
計画書に沿って実行されているかチェックする。また、

●奉仕プロジェクト委員会 永野昭一 委員長

・熊本東南ロータリークラブの歌を作る。
（今年度中）

奉仕プロジェクトは、

＊委員会（炉辺会合） 4 回開催

姉妹クラブの 5 プロジェクトです。各プロジェクトの担当委員から、

＊中期 3 ヶ年計画書（案）9 月末に一覧形式で作成済み（下期で手

職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、
半期報告をさせていただきます。

・職業奉仕プロジェクト（宮川義行担当委員）

必要に応じて修正を加える。

7 月 19 日、9 月 20 日、9 月 27 日、11 月 13 日 全員出席
直し可能）

＊ 8 月の例会時、
クラブ会員に「当クラブの長所は何か」を問いかけた。
・仲が良い ・何かやるときまとまる ・いじめがない
・若手の入会により未来へ向かって希望が持てる

職業奉仕の理解を深める。
・社会奉仕プロジェクト（潮谷愛一担当委員）
自転車寄贈支援。

・欠席しても責めない（寛容）

・若手が入会して平均年齢が下がった ・IT 化が進んでいる
・先輩会員が威張らない

＊当クラブの 35 周年に向け熊本東南ロータリークラブの歌を作る
・作詞チーフ

・青少年奉仕（松本一也担当委員）
ローターアクトへの協力。

佐野会員

・作曲チーフ 鷲山会員

11 月 13 日 ( 月 ) 熊本ｸﾞﾘｰﾝロータリークラブ例会訪問

熊本ｸﾞﾘｰﾝロータリークラブの歌 「友と語ろう」を勉強した

■点鐘
－４－
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