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ダニエル・マロニー氏は「新型コロナウイルスに対する世界的取

■点鐘

り組みは、すべての国での行動にかかっています。今こそ、行動
人である私たちが互いに手を取り、助けを必要とする人たちに迅

■国歌斉唱「君が代」

速な支援を提供するときです。
」と述べています。
こうして、ロータリークラブのみならず、世界中のボランティア

■「四つのテスト」唱和

組織が、新型コロナウイルス対策に全力を注いでいます。
このような情勢の中で、我が東南ロータリークラブは、どう行動

■熊本東南ロータリークラブの歌
「Joyful And Good」

していくのかが問われます。
1 まず新型コロナウイルスヘの対応について第一番に考えるべき
であると思われますが、現段階ではどのように新型コロナウイル
スに対する支援対策を取っていくかが見えておりません、我がク

■７月の誕生祝い

ラブだけでは、国際ロータリー会長が提唱されているような、世
界的な取り組みについて関与していくことはかなり難しいと思

【会員】
沼田敏雄

います。先ずは、もつと身近に、我々のクラブにも新型コロナウ

7 月 23 日

イルスの影響を受け、困つている会員がおられます、そういう会

【配偶者】
住江慶子

7月6日

松岡絹子

7 月 13 日

古庄豊美

7 月 18 日

福井美穂

7 月 25 日

員に対する協力・お手伝いが出来ればと考えます。その後、時期
が来れば幅広い新型コロナウイルスの支援活動をしたいと考えま
す。
2 クラブの年間計画及び管理運営に関しては、新型コロナウイル
ス対策を意識し、安全を確保しつつ、例会等の開催をしていきた
いと考えています。今までのクラブ運営を参考に展開していきた

■会長の時間（会長 松本一也 )

いと考えておりますが、特に、例会・各委員会及び地区大会 , 研

今、新型コロナウイルスの影響で世界中が未
曾有の危機にさらされています。しばらくす
れば、コロナウイルスを抑え込むことは出来
ると思われますが、世界経済がこの痛手から
回復するのには、3 〜 4 年掛かるのではない
かと言われています。
今、世界の 4 つの奉仕クラブ ( 国際キワニス、ライオンズクラブ
国際協会、国際オプチミスト、国際ロータリー ) は、次の通りの
合同声明を出しています。
「新型コロナウイルスによる影響に対応し、これを乗り越えるた
めに、互いや市民とのつながりを維持すべく安全な方法で懸命に
活動しています。私たちは、合わせて 320 万人に上る会員ネッ
トワークの強みを生かし、孤独や恐れを感じている人々に癒しと
希望を与えています。また、私たちがもつスキル、リソース、ア
イデアを集結して、命を救うために前線で闘う保健従事者や第一
対応者たちを支援しています。先行きが見えない中で、各地域の
奉仕クラブは、世界中の地域社会の回復と繁栄のために、ともに
行動を起こし、かつてないほどの団結を図る革新的な方法を見出
すことに引き続き全力を注いでいます。
」
また、同時に、2019-2020 年度国際ロータリー会長、マーク・

修会等への参加 ( リモート参加も視野に入れて )・会員増強を強
化していきたいと考

えます。

■幹事報告
（幹事

福井

学)

１）
板橋南區扶輪社より、マスク２，
０００枚の寄贈がありました。
２）
瀧満 直前ガバナーより、ガバナーノミニー・デジグネート決定
の報告。ガバナーノミニー・デジグネート（２０２２〜２０２３
年度ガバナー）
堀川貴史 氏（熊本南ＲＣ）
３）
熊本水前寺公園ＲＣより、例会場移転のお知らせ。
（旧例会場）ホテルメルパルク熊本
↓
（新例会場）有限会社コンパスポイント

−１−

〒８６２−０９６５

熊本市南区田井島１丁目６−１４

今度の 100% 出席の日は

07 月 22 日です。

メークアップ会場も有限会社コンパスポイントになります。
メークアップ料

２，０００円

■スマイル
（親睦・スマイル担当

４）
本日例会終了後に、第１回定例理事会を開催いたします。

◎古庄浩二

120,000 円
松本年度の進発にあたり本年度分としてスマイルし

５）

ます。皆と協調して頑張って下さい。

前年度第４回臨時理事会報告。

■ロータリーの友 ７月号報告
（会報・雑誌担当

堀内健太郎 )

◎村瀬直久

10,000 円
謹んで新年度のお慶び申し上げます。松本会長、福
井幹事はじめ、役員、理事の皆様よろしくお願いし
ます。

◎松本一也

10,000 円
福井幹事、理事及び会員のみなさん、１年間よろし
くお願います。

◎沼田敏雄

10,000 円
松本一也会長、福井学幹事、1 年間のお役目スタート
致しました。健康に注意され頑張って下さい。

沼田敏雄 )

・横書き p.36 に当地区の硯川昭一ガバナーの記事が掲載されて
います。p.30、p.31 に女性ガバナー 2 人が掲載されています。
・縦書き p.22 に当クラブの児童養護施設に自転車支援の記事が
掲載されています。

■委員会報告
（青少年奉仕担当

宮川義行雄 )

6 月 23 日、中央公民館でアクト卒業式が行われました。平山さ
な枝、東田真美の 2 名の会員が卒業しました。ロータリー LINE
には平山会員のあいさつを掲載させていただいています。
昨日まで会長だった内田会員の紹介で池田郁子会員の入会を契機
に同級生だった平山、東田会員も入会 5 年に近い期間に熊本地震、

◎佐野茂

１．内田信行会長、中島祐爾幹事には 1 年間ご苦労
様でした。特にコロナがあばれて心労のことと存じ
ます。適切な判断、ありがとうございました。
2．新年度は松本一也会長、福井学幹事で 1 年間ご苦

岡山・広島水害の募金活動、江津湖再送、アクトの森清掃、アク
ト研修会、アクト地区活動、留学生交流会と活躍してきました。
サマーキャンプ、慈愛園クリスマス会、ロータリー家族会にも積
極的に参加してもらいました。5 年前に入会した当初から彼らと
関わってきた僕も 1 つの区切りになります。
ロータリーは今後、アクトと女性会員の増加に力を入れていく事
になります。
今年度は桜井会員と馬水会員の 2 人でスタートになります。今年
も皆さんのご協力をお願いします。

■出席報告
（出席・プログラム担当委員
月日

会員数 出席者数

44
06 月 17 日 （免 5）
39
42
07 月 01 日 （免 6）
39
☆退会
06 月 30 日
☆出席免除
06 月 17 日

杉本整哉 )

河岸彦治

28

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

5

33

84.62

35

89.74

岡本千代門

住江正治 島村徹男
鷲山法雲 河岸彦治
佐野 茂
07 月 01 日 住江正治 島村徹男
鷲山法雲
☆欠席者（6 名）
02 月 17 日 岡本千代門 川崎直樹 山本浩之 矢野敬之
山坂哲生

10,000 円

労かけますがよろしくお願いします。
◎宮川義行 7,000 円
新年度、松本一也会長、福井幹事、よろしくお願いし
ます。昨日までの内田会長、中島幹事お疲れ様でした。
コロナもありあわただしい 1 年でした。今年度はアク
トも 2 名からのスタートです。年々若返ってきた東南
ロータリーなので、アクト活動への協力が今まで以上に期待でき
ると楽しみにしています。クラブは青少年、地区は古田会員と 2
人で職業奉仕活動に取り組みます。今年も皆さんよろしくお願い
ます。
◎堀内健太郎 5,000 円
新しい松本年度が始まりました。親睦・スマイル担当
委員を務めさせていただきます。1 年間よろしくお願
いいたします。
◎前田日出夫 5,000 円
松本会長、福島幹事、松岡 SAA、1 年間一生懸命頑張っ
て下さい。

◎福井学

堀内健太郎

−２−

5,000 円
今期、松本一也会長の下で幹事を務めさせて頂きま
す！会員の皆様、1 年間宜しくお願います。

繁

5,000 円
新年度、松本一也会長、福井学幹事の門出を祝して
スマイル致します。

◎小野川善久 2,000 円
松本／福井年度の船出に際し、心からの感謝と期待を
しております。凪の時も荒波の時も、会員一同協力し
て東南ＲＣの発展のためにがんばりましょう。

◎杉本整哉

5,000 円
松本会長年度のスタートですね。本年度、出席・プ
ログラム担当委員を務めさせていただきます。宜し
くお願いいたします。

◎中島祐爾

◎鈴木義親

5,000 円
新年度にあたり、この１年無難なロータリー年度で
あることを祈念いたします。

◎小畑成司

◎松本

◎白石繁

5,000 円
松本会長、福井幹事、いよいよ出航ですね・1 年間宜
しくお願い致します。皆で一生懸命、艪を漕ぎます。

◎永野昭一

2,000 円
松本会長、福井幹事。1 年間お世話になります。

2,000 円

今年度もいよいよスタートですね。松本一也会長、福
井幹事、松岡（男）SAA 様、今年 1 年は変革の年とな
ると思いますが、リラックスしてマイペースで頑張っ
て下さい。私は松本会長の恋人ではありませんが、心
配なので影ながら応援していこうと思っています。
◎緒方公一 2,000 円
今日から新年度のスタートですね。松本会長、福井幹
事、宜しくお願いします。

5,000 円
松本会長、福井幹事、1 年間よろしくお願い致します。
◎山田公也

1,000 円
松本丸の船出を祝してスマイルします。松本会長、
福井幹事、1 年間よろしくお願いします。

◎堤勝也

5,000 円
松本会長、福井幹事、
（男）松岡 SAA。1 年間宜しく
お願いします。

■新年度方針（会長 松本一也 )
◎草村安宏

◎内田信行

5,000 円
いよいよ新年度ですね。今年 1 年益々東南ＲＣが発
展しますように！

5,000 円
松本会長、福井幹事の船出を祝して。1 年間はあっと
いう間に終わりますよ。終わった人として言えます。

◎横山佳之

◎白木誠一

5,000 円
松本会長、福井幹事、松岡 SAA、今日から 1 年頑張っ
て下さい。

5,000 円
松本会長、福井幹事、新年度ですね。役員の方達も
がんばって下さい。

◎松岡泰光

3,000 円
松本一也会長年度がスタートしました！ 1 年間 SAA
を努めさせていただきます。宜しくお願い致します。

時間があるので、その時代の世相を織り交ぜながら自己紹介をし、
その後、私のロータリークラブに対する思いを述べてみたいと思
います。私の名前は、一也といいます。昭和 26 年に公務員の長
男として生まれ、父は長男の私に過度の期待をし、何でも一番に
なるように、一なりとつけたようですが、残念ながら、その期待
にはとうてい応えられませんでした。
父の転勤の関係で、小学 1 年は山鹿小学校、2 年から 6 年まで
は本度南小学校、中学 1 年は桜山中学校、2 年 3 年は帯山中学校
と何回も転校しました。私の年代は、団塊の世代の終わりの方
で、帯山中学校 3 年のときは、1 学年が 16 クラスあり、1 クラス
が 50 人以上で、教室の後ろの方までギッシリと机が並んでいま
した。一番生徒数が多かった年は、全校生徒が 2, 200 人程いて、
日本一のマンモス中学校だったそうです。
大学受験のときは、高校の担任から、東洋大学なら通るだろうか
ら受けたらどうだと言われ、いや、浪人してでも中央大学の法学
部とか、早稲田大学の法学部とか、もつと良い大学を受けますと
言い張り、東洋大学は受験しませんでした。 しかし、案の定ど
こにも通らず、浪人する羽目になりました。
予備校には通ったものの、私の高校には、一浪二浪は当たり前と
言うような風潮があったので、喜んでいいのか悪いのか、予備校
のクラスの多くは同級生でした。そんな訳でたいした危機感もな
く、御多分に洩れず、予備校をサボって海など見に行き、海に向
かってバカヤローと叫び、人生とは何ぞや ? などと、ほざいてい

−３−

るうちに、何のことはない、結局、東洋大学法学部に入学するこ
とになりました。今の若い人には、想像もつかないと思いますが、
当時はベトナム戦争が泥沼化しており、反戦運動も盛んで、フォー
ク等の反戦歌全盛時代でした。大学では 70 年安保闘争こそ終わっ
ていましたが、まだまだ学生運動が盛んでした。各大学の校庭に

そう考えれば、人類にとつて一番大事なことで、個人個人が関わ
れるのは、子供をつくり立派に育て上げることではないかと思い
ます。私には、子供がいません。その意味では、人類存続の一翼
を担ってはいないことになります。しかし、脇役は脇役なりに出
来ることがあるような気がしています。ほかの方法で、世界中の

は、立て看 ( 説明 ) が舌 L 立しており、アジ演説がとてもうるさ
く、校内は混沌としていました。 しかし、彼らなりにそれぞれが、
国を憂えていたのだろうと思います。松任谷由実作詞作曲の「い
ちご白書をもう一度」の歌詞のなかに、( 就職が決まって、髪を
切つてきたとき、もう若くないさと、君に言い訳したね。) とい
う歌詞がありますが、若者の理想と挫折、それが実感できる時代

子供たち、あるいは身近な子供たちの役に立てれば良いと考えて
います。今、世界の子供たちの中には、銃を持たされて戦場に駆
り出されている子供たちが、19 か国で 20 万人以上いると言われ
ています。武装勢力が、判断能力のない子供たちを誘拐し、監禁
し、洗月当して戦場に送り出すのです。また、飢えを満たすため
に、自ら武装勢力に加担している子供たちもいます。とても心が

でした。また、長髪が流行っており、猫も杓子も髪を伸ばしてい
ました。恥ずかしながら、この私も、床屋さんから「お客さんは
髪が多くて、きれいな髪をしてますね―。
」などと言われ、髪を
肩まで伸ばしていました。そのころが懐かしい。

痛みます。でも、その子たちを直接助けることは、私たちにはで
きません。しかし、ほかにも私たちに出来ることがあるはずです。
その子供たちも教育を受けるチャンスがあれば、自分で事の善悪
を考え判断し、武装勢力に取り込まれたり、加担したりすること
を防ぐことが出来るかもしれません。

そして、私は法律相談部に入りました。このクラブは、大学の組
織の一部になっており、法学部の教授の指導の下、関東の各市町
村をめぐり、東洋大学の名のもとに無料法律相談をするというも
のでした。学校のひも付きという事で、
時々学生運動の連中が、
「自
らを反省し総括しろ」などと訳の分からない事を言つて、部室に
乱入してきたりしました。
法律相談を受けるので、多少の勉強はしましたが、大学のひも付
きというのが面白くなく、3 年の時クラブの同級生や後輩たちを
誘つて、純粋に法を志すという意味で、
「法志会」というクラブ
を立ち上げ、初代幹事長になりました。

そのほかにも、教育を受けたくても受けられない子供たちがいま
す。テレビで見たのですが、水汲みが子供たちの仕事で、水場ま
で往復 4 〜 5 時間かかるので学校へ行く時間がない。校舎もなく、
黒板もなくノートも鉛筆も不足しており、ちゃんとした授業もで
きないと。それなら、私たちにも出来ることがあります。遠くに
水汲み行かないでいいように、井戸を掘る、また安心して学べる
ように、校舎、黒板、事務用品を寄付する等々。
子供たちに、学ぶ機会を提供し援助することが、自分で物ごとを
考えることが出来る教養のある子供たちを育て、引いてはその事
が世界の平和、人類の幸せにつながることになると思います。

しかし、非公式のクラブであるため、部室もなく、図書館の小部
屋を借りて勉強会をするような状態で苦労しましたが、嬉しいこ
とに、法志会は 47 年経った今でも存続し、顧間の教授もおり、
大学の正式なクラブとなっています。

以前、長期戦略委員会で、東南ロータリークラブの歌を作ること
になり、歌詞の募集があったときに、そういう思いも込めて「未
来」という詩を書きました。これに、爾冨さんの虐、子さんが曲
を付けてくれました。それが「未来」です。

ゼミの時、よく議論したのが、善とは何か悪とは何かという問題
です。刑法に違反するというだけで悪と言い切れるのかとか ( 例
えば重婚罪をとつてみると、日本では犯罪ですが、イスラム圏で

現在の東南ロータリークラブでも、子供たちへの先輩たちの思い
が、慈愛園のサマーキャンプ、伝承遊び、高校へ進学する学生へ
の自転車寄贈、里親制度そしてポリオ撲滅キャンペーン等いろん
な、子供たちへのボランティア活動を続けているのだと思います。
これにプラスして、私は、東南ロータリークラブとして、先ほど
の教育を受けたくても受けられない子供たちへ、グローバル補助
金等を利用した支援をしたいと思つています。
2 年位前から、海外情勢に詳しい、小畑会員、中島会員にお願い
して、支援をするのにふさわしい国を調べてもらつていますが、

は許されているとか、その他銃の所持など、国によつては犯罪に
なるところも、ならないこともあるとか。)、また、道徳と刑法
とではどちらが上位概念かとか、人間は性善か性悪なのか等々い
ろいろ議論したりました。
その中で、善悪について私なりに考えたことがあります。それは、
突き詰めて考えれば、人類の平和と繁栄に寄与することが善であ
り、人類の平和と繁栄を阻害するものが悪であるというものでし
た。つまり、戦争、殺人、窃盗等は人類の平和と繁栄を阻害する
から悪であり、国どうし尊重しあい助け合う事、子供達や弱者を
支援すること等は、人類の平和と繁栄に寄与するから善である、
というように。
「人類の平和と繁栄に寄与する」
と考えたとき、
ロー
タリークラブの目指しているのも、そうじゃないかと思い当たり
ました。つまり、
「人類が末永く・平和に・幸せに暮らせること」、
それがロータリークラブの真の命題であり、目指している事では
ないかと。人類の繁栄とは何か、それは極言すれば、人類が滅亡
しないことです。よく SF 等にありますが、こどもが生まれなく
なったり、あるいは育たなくなった世界では、人類は 100 年で
絶滅します。

今コロナウイルスの影響で、現地に行く事も出来ず、なかなか思
うように調査が進みません。
そんな状況で、私の会長の時には出来ないかも知れませんが、そ
の時は、次の会長、またその次の会長と受け継いでもらい、いつ
か実現できれば嬉しいです。そのために、皆さんのご協力をお願
いします。そこで、
本年度の東南ロータリークラブのテーマを「子
供たちに未来を」としたいと思います。
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いろんな地球上の生物をみても、最終的に彼らが目指すものは、
生存し続けることです。子孫を残し存続し続ける事が、生存し続
けたものこそが勝者なのです。
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