
 1 

 

点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 石蔵尚之委員長 
       
           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 
 
 

 

 
 

     会長 延岡研一 
 
 卒業式も終わり、桜も

開花し、連続テレビ小説

「あさが来た」はもうす

ぐ終わりますが、皆様の

周りにも「サクラサク」

の便りと共に、新入学、

新就職と「新しいあさ」

を迎える準備をしている方もおられるのではな

いでしょうか。 

 先週は有田麻紀さまを招いての例会、「男女

脳の違い」のお話しは大変面白く為になりまし

たが、もう少し時間があればと思いました。そ

れにしても、馬場会員の質問は、有田さんと示

し合わせたかのような質問でビックリしまし

た。男の芸術家「馬場貞至」ここに居ます、っ

ていう感じで、恐れ入りました。 

 そして夜の「夫人の会」では、「男女脳の違

いを知り、実生活に活かそう!」と「今さら聞け

ない淑女のたしなみテーブルマナー」の二本立

てで、有田さんの軽快なトークを交えて、コー

ス料理を十二分に堪能して頂いたようで、大変

盛り上がり、終わったのは夜の１０時と大幅に

時間超過したようです。奥様の帰りを待ちわび

ていたであろう男性会員の皆様にはご心配をお

掛けしました。 

 長時間にわたるトークで「男性とは」を語っ

ていただいたようですが、会員皆様への奥様方

の接し方に変化はございましたでしょうか？実

生活に活かされる兆候はございましたでしょう

か？我が家では今のところ特に変化はありませ

ん、というか、「あ～、だよね」と諦めがつい

たといったところだと思います。 

そして、「あゆの里」さんには朝食会場の準備

がその後と、大変ご迷惑をお掛けしましたが、

皆さん大絶賛の大変おいしい料理を提供してい

ただき、ありがとうございました。 

 

 さて、今週もまた爆弾テロ事件が起きまし

た。昨年１１月のフランスでのテロ、昨年来続

いているトルコでのテロ、そして今週２２日に

ベルギー、ブリュッセルの国際空港とその近く

の地下鉄で同時爆弾テロが発生し、３４名が死

亡しています。日本人にも犠牲者が出ており、

３０代の男性が意識不明の重体にあるとの事で

す。ブリュッセルはEUの主要機関が集中してお

り、「EUの首都」と言われており、そのすぐ近

くの地下鉄で爆弾テロが発生したということ

で、欧州全体で更なるテロ対策強化に取り組む

ということですが、ベルギーがフランスでの爆

弾テロの主犯格を捕まえて、厳戒態勢の４段階

の内、レベル３という高レベルで対応していた

にも関わらず今回の爆弾テロを事前に防止をで

きなかった事実はテロ対策の困難さを物語って

いるのではないでしょうか。 

また、この事がシリアからの難民受け入れに関

して、欧州各国の拒否反応が過激にならなけれ

ばいいと思うのですが。 
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 それにしても、もし、日本で同様の爆弾テロ

が発生したらどうなるのでしょうか。 

ありえないと思いたいのですが、そうも言って

いられない状況になりつつあるのかもしれませ

ん。フランス然り、トルコ然り、今回のベル

ギー然り、映像や新聞で確認できたかと思いま

すが、各国、警察と一緒に治安部隊がライフル

を所持して警戒に当たっています。 

 日本ではよほどのことがない限り、自衛隊が

武器を携行して警備・警戒に当たることはあり

ません。 

 地下鉄サリン事件で自衛隊は２００名程度が

出動し、現地で救助や除染活動を実施しました

が、これは「災害派遣」命令での出動です。 

 「災害派遣」は武器の携行はできません。

「救助・除染が目的なので武器の類は持ってい

かなくてもいいでしょう」と思うでしょうし、

結論から言えば持って行かなくてもよかった

し、その後、武器等を携行していた云々で物議

を醸すことはなかったのですが、地下鉄サリン

事件は、まぎれもなく化学兵器による同時多発

テロだったのです。そして、いつ新たな化学兵

器によるテロ、若しくは武力テロが発生するか

も、という段階にあったにもかかわらず、しか

し、自衛隊に出されたのは武器の携行は認めら

れ な い「災 害 派 遣」命 令 だ っ た の で す。  

「災害派遣」での自衛隊出動は、武器等を携行

することはできないので、その時、更なるテロ

が起ころうと、又は迫っていようと、自衛隊と

してそのテロに対する対処の仕様がないので

す。 

 先ほど、「日本ではよほどのことがない限

り、自衛隊が武器を携行して警備・警戒に当た

ることはありません。」と言いましたが、も

し、万が一、日本国内で爆弾テロが発生して死

傷者が出た場合、先ずは、当然、警備・警戒・

救出・救護に関しては警察と消防、場合によっ

ては海上保安庁が対処することになります。自

衛隊が救出・救護として出動する場合は「災害

派遣」ですが、警察では対応できないと判断さ

れ、警備・警戒、そして武力対処として「治安

出動」命令が下令されれば、この時点で初めて

武器を携行しての出動となります。 

 しかし、この「治安出動」は戦後、自衛隊発

足以来、発動されたことはありません。 

ということで、「よほどのこと」の判断は、時

の政府にとって限りなく困難な判断となる事で

しょう。 

 ５月には日本でサミット並びにそれに関連し

た国際会議が伊勢志摩はじめ、福岡や全国各地

で開催されるということで警察、というより、

国家を挙げて今までにない警備態勢で挑むこと

と思います。 

 迫りくるテロの脅威について、なんだかんだ

と話しましたが、自衛隊の「治安出動」などと

いう物騒な事態になることなく、杞憂に終わる

ことを願います。 

 明日は国際ロータリー第２７２０地区の地区

大会に３６名の会員に登録していただき行って

まいります。１日大会であり、今回は記念講演

もないということでご夫人方の参加はございま

せんでしたが、大会終了後、人吉ナイトを大会

会場の市民会館のすぐ横にある、熊本城の「桜

の馬場 城彩苑」でおこなって帰ってきます。 

先週の例会で山賀米山委員長から報告がありま

したように、陳セイさんも参加されます。思い

出に残るナイトになればと思います。 

 本日の卓話は、次年度担当ということで、本

田会長エレクトに先月実施されました「会長エ

レクト研修セミナー」の内容を踏まえてお話し

して頂きます。また、６０周年に向けて中川実

行委員長にも時間を取っているということで

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

    

 

 

   幹事 水野虎彦 
 
【連絡事項】 

・熊本西南RC創立４０周年記念式典案内 

 ６月１８日(土)１４:３０点鐘 

 ANAクラウン プラザホテルニュースカイ 

 記念講演 松田美由紀氏 

 祝宴 １８:３０～ 

・５月７日(土)宇土RC３０周年、及び６月４日 

 (土)熊本菊南RC４０周年の登録返信期限３月 

 １７日。未返信の方は早めに返信を。 

・地区大会案内 

 バス利用御一行 

 集合：つばめバス車庫（中林町）７:５０ 

出発：８:００ 集合場所はスケジュール表裏

面のマップを参照のこと。会長と幹事は当日会

長幹事G補佐会議のため、自家用車で先発。葉

山副幹事のアテンド。石蔵次々年度幹事がサ

ポート。本会議終了予定１６:５０、その後会

場（市民会館崇城大学ホール）より徒歩３分の

城彩苑で人吉ナイト開催。 

 バスを利用されない会員 

それぞれ会場近くの有料駐車場をご利用のこ

と。 駐車場からの移動時間を考慮し早めの出

発を推奨。スケジュール表の裏面有料駐車場の

マップを参照のこと。 

【回覧物】なし 

【例会変更・取止め】 

・八代南ＲＣ４月５日（火）例会を４０周年反 

 省会・新会員歓迎会・花見の会として、同日 

 １８:３０～八代ホワイトパレスに変更 
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  ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 渡辺洋文会員より、亡父会葬お礼として、Ｒ

財団、米山記念奨学会、人吉ＲＣ奨学基金委員

会へご寄付がありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  委員長 漆野智康 

 
 
 
 
 

【職業奉仕委員会】    下田文仁委員長 

 ４月８日「優良職員表彰」を行います。職員

推薦をお願いしておりましたが、ご協力により

たくさんの推薦をいただきましたので予定通り

３月２２日で締切りました。 

 
 
【親睦委員会】  ゴルフ担当委員 塚本哲也 
  
     ３月ゴル愛好会成績発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2月27日(土) セッション１：� 

  国際協議会報告と次年度の地区方針について 

   

 ガバナーエレクト前田眞実 

 所属ｸﾗﾌﾞ 大分キャピタル   

 職業分類 専門学校 

 生年月日 1955年(S30年) 

      3月17日 61歳            

  勤 務 先 ｱﾝﾋﾞｼｬｽ国際美 

     容学校経営責任者 

 

 

国際ロータリー�2016～17年度    

  会長 ジョン・ジャーム 

テーマ 

“人類に奉仕するロータリー” 

 

 

 

 

 

 

 

地区スローガン 

『学ぶ・守る・育てる・未来へ向けて』 

 

～具体的な取組み～ 

① ロータリー財団100周年を記念した事業の 

  推進 （寄付金、記念事業等） 

② 会員の増員 実質3%UP 

③ 職業奉仕について学ぶ 

④ ITについて学ぶ 

⑤ ロータリーの基本について学ぶ 

⑥ 青少年奉仕活動の充実 

⑦ グローバル補助金を使った事業の推進 

⑧ 地区職業奉仕プロジェクトの実施 

⑨ 地区運営の明文化 

⑩ Eクラブの立ち上げ 

⑪ 地区学友会の立ち上げ 

⑫ 表彰の充実 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  87.93％ 

欠 席 者 数 8名  3 / 1 1 出 席 率 85.0% 

出 席 者 数 50名 補 填 数  5名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率   93.33% 

＊届け出欠席  川越・内藤・尾上・平田・田上・大久保 

        大賀・外山        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 

＊メークアップ 

   人吉ＲＡＣ40周年；塚本・北・中川・青木・内藤 

 2016～2017年度  

会長エレクト研修セミナー報告 

    会長エレクト 本田 節 

 

 

    2016年2月27日(土)・28日(日) 

    会場 ホルトホール大分 
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【人吉ＲＣ創立60周年】 

     ６０周年事業について 

 

        60周年実行委員長・中川貴夫 

 60周年事業について現在、２

回開催いたしておりますが、ま

だ今年度（延岡会長年度）も進

んでいますので開催期日以外は

明確になっておりません。 

 現在、３月５日（土）八代南

ＲＣ40周年記念式典、３月12日（土）大口ＲＣ

40周年記念式典に参加し構想を考えている段階

であります。 

人吉ＲＣ60周年記念式典は、平成29年５月20日

（土）開催ですが、カルチャーパレス（大・小

ホール）の申し込み開始が、今年の５月２日

（月）なので朝９時には申請に行きたいと思っ

ております。 

 さて、八代南ＲＣの式典は、講師にジュ

ディーオングが呼ばれていました。ジュディー

は、ロータリーのポリオ撲滅大使に任命されて

おります。 

 今年度八代南ＲＣ会長が石油スタンドを経営

されており、石油元売りの会長さんがジュ

ディーの後援会副会長をされている関係で実現

したそうです。八代南ＲＣは、最初に講演会を

行いそして、式典、懇親会と行われました。 

進行の方法も色々あるなぁと思います。 

 又、大口ＲＣは、記念式典の後、記念講演は

無く、地元の小学校、中学校、高校のコンサー

ト・コーラスを行いチャリティー音楽会と名を

打ち開催されました。 

 まだ、検討段階ですが地元密着を考えれば

チャリティー音楽会も良いのかなーと思いまし

た。家族・地元住民を招いての演奏会もありか

な？と思っています。 

 まだまだ、色々なプランを考えながら60周年

記念事業を行いたいと思いますのでご協力お願

い致します。 

 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員長 永尾禎規 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・安達会員 天音みひろ（ｱﾏﾈﾐﾋﾛ）がＮＨＫの野 

  菜の時間の中で挿入歌『チャップリンのスマ 

 イル』を歌いました。先週の例会で延岡会長 

 と石蔵会員に宣伝して頂きました。現在ユー 

 チューブで映像付きで流れていますので是非 

 聞いて下さい。3月より独立して活動しますの 

 で宜しくお願い致します。 

・浦田会員 昨日の人吉新聞で紹介されました 

 人吉市の青少年人材育成事業として高校生２ 

 ６人の応募者の中から5人が選ばれ、アメリ 

 カ、サンフランシスコ．サンノゼ．ロスガト 

 スへ旅立ちましたが、その中の1人に孫娘も幸 

 い選んで頂きました。異文化を見聞し、国際 

 的な視野が広がり交流を通して異文化体験を 

 して知識を広げ、他人の為に役立つ人間に 

 育ってほしいと思います。       

・延岡会長 先週の夫人の会へ多くのご夫人に 

 参加していただきありがとうございました。 

 あと３ヶ月でバトンタッチ、頑張ります。５ 

 月の韓国訪問も忘れないでください。  

・浅野会員 風邪をひいたようです。早退しま 

 す。明日の地区大会残念ですが欠席します。 

                    

・北会員 急用の為早退します。     

・山田会員 早退します。        

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・中川会員 本田会長エレクト、ＰＥＴＳお疲 

 れ様でした。人吉クラブのメンバーと一緒に 

 頑張りましょう。次年度も宜しくお願いいた 

 します。               

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・山賀会員 明日の人吉ナイトに米山奨学生の 

 陳セイさんが最後の挨拶に出席します。人吉 

 ロータリークラブには二度だけの来訪でサブ 

 世話クラブとして何もしてあげられず心苦し 

 く思っています。明日はどうか宜しくお願い 

 します。               

・伊久美会員 米山奨学基金特別寄付をいたし 

 ます。                

  

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 

  
 


