
 1 

 

点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 中村太郎委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行 戸高克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 

   

来訪者紹介    延岡研一会長 

 毎日新聞社会部編集委員 瀧野隆浩様 

 聖徳大学教授 長江曜子様（松戸中央ＲＣ） 

 宇土ロータリークラブ 石井政宏会員 

 

 

 

    会長 延岡研一 

 

 今日は、私の防大の同期で、

石ころと言われた１年の時の同

室で苦楽を共にした瀧野隆浩君

に来ていただきました。 

 毎日新聞東京本社編集委員に

して、講談社、ポプラ社、河出

書房といった有名出版社から取材を基にした本

（当初は多重人格、近年は自衛隊関連）を出版

しております。 

 今日は、昨年来、議論賑やかな「集団安全保

障・集団的自衛権」の主役である自衛隊につい

て話して頂きます。 

  

なお、本日は、長江曜子氏も一緒においでで

す。長江氏は聖徳大学教授にして松戸市の石材

店三代目社長で、世界45か国の墓地を視察され

たそうです。 

 このお二人、現在、日本のお墓事情について

調査研究、取材をしてまして、その関係でこの

後、人吉市役所環境課に取材に行くことになっ

ています。昨日は県知事にも取材をしてきたと

の事です。 

 

 

    幹事 水野虎彦 
 

【連絡事項】 

・ＲＩ第2720地区大分第５グループ小野健介次 

 期ガバナー補佐より、第１回次期ガバナー補 

 佐・ガバナー補佐幹事交流会開催の案内。 

 ３月１２日(土)１８時～臼杵市喜楽庵にて  

 片岡次期ガバナー補佐、水野次期ガバナー幹 

 事出席 

【回覧物】なし  

【例会変更取り止め】なし 

 

 

 

    委員 平田フク 

通算２８８１回 第３１例会 

 ２０１６年  ２月１９日 

   毎週金曜日 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  83.33％ 

欠 席 者 数 10名  2 / 5 出 席 率  78.33% 

出 席 者 数 50名 補 填 数  0名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率   78.33% 

＊届け出欠席 小林祐・川越・漆野・新堀・尾上・田上・安方 

       岩本・和田・外山        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 

       

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

 

 

 

 

     

 
会長の時間  P1 

 幹事報告 、 出席率報告 Ｐ１ 

 来訪者挨拶   

 会長ゲスト卓話 毎日新聞 瀧野隆浩氏  P２～３ 

 ミニＲ情報○×クイズ P３～4 
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【来訪者より】 

 

  

 宇土ＲＣ 石井政宏会員 

 

 

   宇土ロータリークラブ創立30周年案内 

           

   開催日；2016年５月７日（土） 

   会 場；ホテルニューオータニ熊本 

       記念式典14時～15時10分 

       記念講演15時20分～16時20分 

     講師 髙木恭二氏 宇土市民会館 館長 

     演題「地域遺産の掘り起こしと発信」 

   祝 宴；16時40分～18時40分 

   登録料；会員10,000 家族8,000 

人吉ＲＣ会員様のお越しを心よりお待ちしてお

ります。 

 

   聖徳大学教授 長江曜子様 

       （松戸中央ＲＣ）  

 東京に一番近い千葉県の町、

松戸から来ました。ロータリー

歴２年、初めて他県でメーク

アップします。今回瀧野さんとご一緒に人吉へ

まいりました。人吉ロータリークラブの皆様に

お会いできて嬉しく思っております。本日はあ

りがとうございます。 

 

  

               

 

【プログラム委員会】 

 

   

       会長ゲスト卓話     

     

   

 

 

 

 

  人吉ロータリークラブ講演記録（要旨） 

          ～自衛隊のリアル～ 

 

・いまの自衛隊には、次の二つの潮流がある。 

①｢軍隊らしくない｣「利他性組織」としての姿 

②「死」を内在化し「普通の軍隊」としての姿 

・２０１４年７月１日、安倍内閣が集団的自衛

権行使容認の閣議決定をした日は、自衛隊は60

年という還暦を迎えた日。創設以来、ずっと

「憲法違反」「税金ドロボー」と言われ続

け、隊員たちは＜愛される自衛隊＞をキャッ

チフレーズに、日々、国民の信頼を得るため

に必死だった。「援農」といっては農家を手

伝い、祭りやイベントでは支援を惜しまず、

災害派遣に粉骨砕身してきた。 

・２０１１年３月の東日本大震災では、救

助・復興任務の空いた時間に被災者のアルバ

ムを集めて回り、福島原発周辺では高放射線

下、白い蒸し暑い防護服気を着て、避難して

誰もいない家屋のガレキを撤去した。作業

前、作業後の写真が示されたが、たんすの服

も元に戻り、仏壇の中もきれいにされた。タ

テ１００㍍×ヨコ４００㍍の河川敷は１日数

十人で３週間かけてダンプ６５０台分のガレ

キが撤去された。なぜ、こんなことまでする

のだろうか、という質問に、若い中隊長は

「片付いていれば、帰ってこられた被災者の

人たちは希望がもてますから。私たちの労力

などなんでもないです」とだけ答えたとい

う。 

・国民のために尽くしたい。その思いは、自

衛官のＤＮＡだともいえる。上官の命令がな

くても、体が動いてしまう。昨年の内閣府世

論調査では、「自衛隊に良い印象」を持つ国

民は９２．２％となったのは、その努力の成

果。 

・幹部は「（戦争の）実戦経験がないこと」

を負い目のように話しがち。ところが、いま

の民族・宗教問題を背景にした国際情勢下で

は、国益というより、まず「人のため」に働

いてしまう自衛隊のような組織の評価が高

まっている。「①軍隊らしくない」組織は、

実は、世界から注目されている。 

・一方、自衛隊は本来、軍隊であるから、海

外派遣任務が常態化したいまでは、「殺す／

殺される」といった「②本来の究極任務」に

ついての対応も迫られている。陸自でいえ

ば、着上陸侵攻を想定していた射撃訓練は、

従来は、数百メートルの距離だったのが、い

まや数十メートル以下の単位でも行われる。

敵の息遣いも感じられる状況下での訓練であ

る。当然、「撃つこと、殺すこと」への精神

的なストレスもかかってくる。 

・全国の部隊では、いま、これまで以上に過

酷な状況を想定し、「死なない」ための訓練

をし、「撃ったあと」のメンタルケアの対処

法が学ばれようとしている。それが、いまの

自衛隊のリアル。 

・一発の弾も撃ったことがない自衛隊は、む

しろ私たち国民の誇りであると思うが、「軍

隊らしい／らしくない」という、一見、相反

する思いの中で揺れ動く、隊員たちの「リア

 毎日新聞社会部編集委員 
  
    瀧野隆浩 様 
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ル（現実）」をもっと理解するのが、国民の責

務ではないか。 

・安保関連法はまもなく施行されるが、まさに

この機会に自分の問題として安全保障・自衛隊

について考え、「彼ら（自衛官）」ではなく、

「私たち」を主語にした議論が深まることに期

待したい。 

 

 

【寄付カード】ニコニコ箱副委員長 山田仁法 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・宇土ＲＣ石井政宏会員 今日はお忙しい中お 

 邪魔いたしまして恐縮しております。宇土 

 ロータリークラブ創立30周年の記念式典と祝 

 賀会のご案内にまいりました。宜しくお願い 

 致します。もちろん大好きな温泉にも入りた 

 いと思っております。それから、本日の卓 

 話、楽しみでございます。拝聴させていただ 

 きます。               

・有村会員 瀧野様の卓話ありがとうございま 

 した。長江様、石井様を歓迎して。    

・中川会員 宇土ＲＣ石井さん、ようこそお出 

 で下さいました。5/7の創立30周年にはおじゃ 

 ま致します。宜しくお願い致します。  

・伊久美会員 瀧野様の卓話ありがとうござい 

 ました。               

・延岡会長 長江様、石井様、本日はようこそ 

 おいで下さいました。瀧野君ありがとう。 

                    

・石蔵会員 瀧野様、長江様、石井様、ご来訪 

 ありがとうございます。また、瀧野様には改 

 めて記者の心構えを考えさせられました。   

 ありがとうございます。              

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・葉山会員 瀧野様、長江様、石井様の来訪 

 に。そして、延岡会長から瀧野編集委員の本 

 をプレゼントして頂きましたのでＲ財団に寄 

 付します。             

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美 米山奨学の特別寄付をいたします。 

                                       

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・人吉ＲＣゴルフ愛好会 好天の中、皆さんに 

 頑張ってお支払い頂きました。ありがとうご 

 ざいます。              

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文            

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

  

 

   

      

  人吉ＲＣ情報委員会 

 

       ロータリー知識クイズ 

 

 回答は四角の枠に○または×をご記入下さい 

  

1 □ ロータリーの創設は1905 年である。 

2 □  ロータリー創始者の一人ポール・ハリ 

   ス氏は弁護士である。 

3 □  全世界のロータリアン総数は、約122  

         万人である。 

4 □  世界のロータリアンが100 万人に達し 

        たのは1986 年である。 

5□ 日本(関西）で国際大会が開催されたのは 

   2004年である。 

6 □ 全世界のクラブ数は約3 万5 千クラブで 

         ある。 

7 □ ロータリーができて最初の奉仕プロジェ 

        クトは、シカゴ市内の公衆便所設置で 

        あった。 

8 □ 5 大奉仕部門とは、クラブ奉仕・職業奉 

        仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕で 

        ある。 

9□ 日本のロータリーの創始者は、米山梅吉 

        氏である。 

10□ 日本の初のクラブは、東京に設立さ 

   れ、世界で855 番目のクラブでした。 

11□ ロータリー財団はポール・ハリス氏が 

   設立した。 

12□ ポール・ハリス氏は1945（昭和20  

  年）始めて日本に訪問した。 

13□ 1000 ドルをロータリー財団に寄付した 

       らポール・ハリス・フェローになれる。 
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14□ ロータリー財団の恒久基金は、奉仕活 

  動の資金として使われる。 

15□ ロータリー財団の国際奉仕プログラム 

  は人道的・教育的・文化的活動である。 

16□ 米山奨学会は、米山梅吉氏の功績を記念

する意味で「米山基金」と名付けて始

まった。（1953 年昭和28 年） 

17□ 米山奨学会の寄付金は、すべて奨学生の    

        ために使われる。 

18□ アジアにおけて最初にRC が設立された 

  のは日本の東京RC である。 

19□ ロータリー財団月間は11 月である。 

20□ ポリオ・プラスとは、小児マヒと共にハ 

        シカ・ジフテリア・結核・百日咳・破傷 

        風の５つの主要伝染病を含む。 

21□ 5月は青少年奉仕月間である。 

22□ ローターアクト・インターアクト委員会 

    は、新世代委員会とは別である。 

23□ RYLA（ライラ）とは、14～30才までの  

    青少年指導者養成プログラムである。 

24□ ロータリー史上、東洋人で最初に国際 

  ロータリーの会長に就任したのはフィリッ 

  ピンの人である。 

25□ ローターアクトクラブの会員の年齢は 

   18～30才である。 

26□ 青少年への奉仕に関するロータリーの標 

   語は「各ロータリアンは青少年の模範」で 

  ある。 

27□ 日本で国際ロータリーの会長になった 

  人は１人である。 

28□ 日本語は国際ロータリーの公式用語で 

  はない。 

29□ 1935 年（昭和10年)には日本はRI第70  

   地区で22RC であった。 

30□ ロータリー史上、日本人で最初にロー 

  タリアンになったのは福島喜三次氏であ 

  る。 

31□ 日本のロータリアンの数は世界で3 番  

   目に多い。 

32□ 世界中どこのクラブも例会時間は１時 

  間と決まっている。 

33□日本のロータリアンは「ロータリーの 

  友」または「The Rotarian」のどちらか 

  を購読する義務がある。 

34□ 「ロータリーの友」は毎月発行される。 

35□ 人吉ＲＣの姉妹クラブは韓国と中華民  

  国にある。 

36□ 2014～2015年度におけるRIの人頭分 

  担金は54ドルである。 

37□ 2016年の国際大会は韓国ソウルで開か   

  れる。 

38□ ロータリー理解推進月間は１月であ 

  る。 

39□ ロータリーの国際大会は、４年に１度 

  国を変えて行われる。 

40□ 出席のメイクアップは地区以外ではで 

  きない。 

 

         ー後日 回答しますー 


