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通 算 2 9 7 9 回 

2 0 1 8年 4月 2 7日 

第 3 5 回 例 会 

 

      会長 井手富浩 
 

  皆様こんにちは。本日は戦

略計画委員会担当による、ク

ラブに対する提言例会となっ

ております。今年度 昨年9月8

日に実施致しました「クラブ

及び例会の活性化について」

のディスカッションでの御意見、御提言、ま

た昨年12月8日に実施致しました「委員会活動

の活性化について」のディスカッションでの

御意見、御提言を集約し、さらには、今月8日

に開催されました次年度 地区研修協議会での

内容も含めまして、有馬エレクトより提言し

て頂きます。これはもちろん、次年度の具体

的な予算も含めた事業計画に繋がってまいり

ますし、水野ノミニーまたその先まで展望す

る当クラブの 中、長期戦略計画に繋がって行

くものです。提言の後、会員の皆様からのさ

らなる御意見も伺ってまいりますので、宜し

く御願い致します。 

  さて、会長の時間でロータリーの話しばか

りでは面白くないとの御意見も頂きましたの

で、本日は日本の防衛と北朝鮮について御話

しさせて頂きます。と申しましても、地区大

会で記念講演をして頂きました、自称「軍事

漫談家」の井上和彦氏の講演の抜粋です。永

田ガバナーらしい、素晴しい人選だったと

思っております。 

  まずは、自衛隊についてです。「自衛隊は

憲法違反である」「自衛隊があるから戦争に

なる」と言い続ける人達がおられます。しか

しながら、災害派遣等や、現実的な近隣国か

らの脅威への備えの面から、その存在は否定

しない（廃止はしない）という歪な状況が続

いております。つまり、政治的には決着して

いるが、しかし、法的には決着していないと

いう現実です。私の次男が、自衛官であるか
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らではありませんが、日本の国にとって、自衛

隊にとって、やはり憲法改正は必要な事だと

思っております。改憲については、また様々な

論議がありますのでここではふれません。 

  次に、統計上の話しをします。日本の自衛隊

員は約24万人です。これは国民570人に一人で

す。これに対して、北朝鮮（20人）韓国（76

人）イスラエル（45人）ドイツ、イタリア

（400人）Ｇ7、先進国平均（300人）それぞれ

の国のそのとりまく状況によって違いはありま

すが、軍人の数では、先進国平均の半分強で

す。防衛費も同様です。日本は約5兆円、なぜ

だかわかりませんが、昔から、ＧＤＰの1％程

度を維持しております。しかし、これも先進国

平均が、2.5～3.0％ですので3分の1程度の水準

です。国と国との関係には、理想論は通用しま

せん。それぞれの国は、それぞれの国の国益と

安全保障のみを求めて、行動します。その国力

の源は、つきつめれば、軍事力と経済力です。

我国は、経済力こそ世界第三位の位置にありま

すが、軍事力においては、日米安保条約によっ

て、担保されている現状があります。日本が自

立した国家として、この先、生き抜いていく為

にはどうすればよいか、真剣な議論が必要とさ

れます。 

  続きまして、北朝鮮の核開発とミサイル開発

について、話しをします。本日、全世界注目の

南北会談が行われておりますが、核とミサイル

についても非常に重要な課題です。まずは、核

開発についてですが、北はこれまで6回の核実

験を行っております。1回目2006年10月（0.5～

1kt）、現体制になって、2016年 9月（11～

12kt）、そして、6回目2017年9月（250kt）、

これは、広島（16kt）、長崎（21kt）の10倍以

上で、水爆の完成です。その結果、核実験場は

崩落し、核実験はしないのではなく、できない

状況になっていると思われますが、北は、確実

に核を保有したということだと思います。次

に、ミサイルについてですが、最初はどこに飛

んで行くのかわからないと言う事で、東部海岸

部から、中国、ロシア、そして日本の米軍基地

を避けて、実験しておりましたが、年々その精

度は向上し、種々のミサイルの開発で、その射

程距離は近、中、長とそろってきています。そ

の結果、現在では、首都ピョンヤンの近郊、内

陸部から、自国領土の上を通って、日本方向

（米軍基地は避け）へのみ実験を繰り返して来

ました。そして、ミサイルについてもその技術

は、ほぼ完成し、今後、実験はしなくても良い

状況になったということだと思います。北朝鮮

は、核保有国に対しては、絶対にミサイルは打

ちません。また、その領土を通過する事もしま

せん。韓国に対しては、国境からソウルまでわ

ずか40ｋｍです。ミサイルは必要ありません。

北のミサイルは、日本にとってのみ、最も深刻

な問題となります。それに対して、日本は、遺

憾のイ、あかんのア、おこるでのオ、と言って

いる場合ではありません。そしてそのＢＭＤ

（バリステック・ミサイル・ディフェンス、弾

道ミサイル防衛）は甚だ脆弱と言わざるをえま

せん。弾道ミサイルの最終落下速度はマッハ20

を超えます。それをピンポイントで直撃する事

は至難の技だといえますが、現在陸上では、Ｐ

ＡＣ3、海上ではイージス艦のＳＭ3という迎撃

ミサイルがありますが、その数、その能力はま

だまだ信頼に足りません。北朝鮮にとって、韓

国は統一すべき同胞であり、米国、中国、ロシ

アには、真正面から、ぶつかることはありませ

ん。唯一、日本にだけは、傲慢な態度を取るこ

とができる由縁です。専守防衛を堅持せざるを

えなかった日本にとっては、さらなる高信頼度

の迎撃ミサイルの配備、また、その元を断つ為

の敵地攻撃能力を獲得する事が、国防上必要な

のではないかと思っております。本日の南北会

談、来月に予定されている米朝会談で、日本の

拉致問題等が解決に向かう事があれば、それは

たいへん喜ばしいことではありますが、まず実

現は難しいと思っております。やはり、最終的

には、対等な国と国として、真正面からぶつか

る気概を持つ事が大事だと思います。 

  さて、この様な国際状況が激変しようとする

中、我が国の国会、マスメディアは、次元の違

うレベルで大騒ぎをしています。自衛隊の日報

問題は、先ほどの憲法問題に帰結しますし、モ

リカケ問題、はてはセクハラ問題等、言った、

言わない、はめた、はめられたの話には、ウン

ザリし、暗たんたる気持ちになり、時には怒り

さえおぼえます。ここは、安倍総理の強力な

リーダーシップの元、信念を持って、大局的な

見地から、我国をより良い方向に導いて頂きた

いと思いますし、我々国民も内外共に現状を冷

静に見極め、将来に向って希望のあるより良き

変化を目指していかなければならないと思って

おります。皆様にも様々なご意見があるとは思

いますが、私見を交えた話であったことをおこ

とわり致しまして、会長の時間を終わります。

ありがとうございました。 

 
 
    

 

              幹事  石蔵尚之 
 
（理事会承認事項） なし 

（連絡事項） 

・第2720地区のガバナーノミニー・デジグネー 

  トに、今年度地区会員増強部門長の熊本江南 



  ＲＣ・硯川昭一氏が決定致しました。4月23 

  日にガバナー指名委員会が開かれ、満場一致 

  で2020～2021年度ガバナー候補者となられま 

  した。 

・例会変更と取り止め。熊本中央ＲＣより5月 

  25日の例会は26日15時からの創立30周年記念 

  式典へ変更、熊本西南ＲＣは5月24日の例会 

  を同式典参加のため変更。→掲示 

・一般社団法人ひとよし球磨青年会議所より創 

  立60周年記念式典参加のお礼状。→掲示 

・多良木ＲＣより創立50周年記念式典参加のお 

  礼状。→掲示 

・阿蘇ＲＣ創立50周年記念ＤＶＤが届きました 

  ので、事務局に保管します。 

・次年度の地区会員増強セミナーは5月27日 

  （日）に熊本学園大学で。→有馬エレクト、 

  本田次年度会員増強委員長へ 

・青井阿蘇神社奉賛会より役員会のご案内。5 

  月7日(月)13時半より参集殿。→井手会長へ 

・30日（月）はクリーン人吉早朝清掃です。清 

  掃用具、軍手などお持ちのうえ午前6時に相 

  良国神社に集合してください。参加はメーク 

  アップとなります。また、事業所や町内で参 

  加された方はご連絡下さい。 

・来週の5月4日の例会は祝日のため取り止め。 

  次回の例会は5月11日となります。 

・5月11日の例会は優良職員表彰式です。締め 

  切りを過ぎておりますが今週中にお申し出下 

  さい。 

・5月6日は中川原でロータリー家族清掃活動が 

  行われます。ご登録いただきました会員並び 

  にご家族の皆様にはどうぞ宜しくお願い致し 

  ます。 

・多良木RC50周年の記念品をお受け取りでない 

  方はお忘れのないようお持ち帰り下さい。 

 

 

       委員 板井英朗 

 

 

 

【職業奉仕委員会】   委員長  岩井和彦 
 
  優良職員表彰についてお願いで

す。現在７名の職員さんの推薦を

頂いておりますが、予定15名で

す。ご協力を宜しくお願い致しま

す。 

 

         戦略計画委員会担当例会  

            

    人吉ロータリークラブ 

     長期ビジョン提言書 

 

              委員長 有馬宏昭 

 

 

クラブ戦略計画の目標は・・・クラブを活性化

する。クラブが活性化すれば奉仕活動も 

増え、さらには公共イメージも向上する。 

「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」 

「リーダーシップ」の中核的価値観を持った

ロータリアンの会員が増える。 

クラブか活性化し、奉仕活動が出来、公共イ

メージが向上⇒会員増強に繋がっていく。 

クラブの活性化するとは、どんなことか、どう

したらいいか？ 

例会の充実・・・・クラブの例会は最も重要な 

                  活動である。 

委員会の活性化･・会員が直接参加できるクラ 

              ブ活動で、奉仕を実践する場。 

クラブが活性化すれば、奉仕活動が活発化す

る。 

奉仕活動の活性化には、 

人吉ロータリークラブならではの奉仕活動を実

施する。 

 

継続事業の見直しは必要でないか？ 

５年ごとに見直しを行い継続すべきか検討す

る。 

周知徹底出来た事業であれば、発展的解消、も

しくは他団体への移行も考慮していく。 

よりよい地域社会を作るために必要な奉仕を地

域の方々から聞き、企画していく 

ロータリアンが行う奉仕活動は奉仕そのものが

目的でなく、他団体が出来ない地域に必要な奉

仕を見出し、計画実行する、奉仕の実地訓練を

するもの。 

人吉ロータリークラブならではの奉仕活動は何

か⇒ 討論会（クラブフォーラム）を実施し、

現在事項中の活動を含め検討していく。 

公共イメージの向上を図る 

人吉ロータリーの強みであるマスコミへの積極

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  1名  79.69％ 

欠 席 者 数 13名  4 / 1 3 例 会 78.13％ 

出 席 者 数 50名 補 填 数    12名 

免 除 会 員 出 席 者 数 1名 修 正 出 席 率 96.88％ 

＊届け出欠席   有村・堀川・板﨑・加登住・大久保・尾上・丸尾 

               村山・北・小林清・大賀・外山・漆野 

＊出席免除会員  (b) 愛甲 

＊メークアップ   

 3/31熊本城東RC30周年：新堀 

 4/8 地区研修協議会：青木 

 4/14多良木RC50周年：高山・尾上・堀川・有村・漆野・丸尾 

                     宮原・板﨑・渕田・大賀 



的な情報提供により、対外的イメージ向上を図

る。 

管理運営面の強化 

５年後・・幹事、副幹事でも事務が回せるよう

に、マニュアルを作成する。 

事務局の「働き方改革」・・・代休取得、フ

レックスタイム採用しサービス残業を無くす。 

人吉RAC助成金、周年行事積立金を特別会計か

ら拠出している。検討が必要ではないか。 

ニコニコ箱の原点回帰。 

会員増強 

会員増強とリーダーの育成・・・クラブの充実

の結果⇒職業分類の未充填の会員を中心に 

全会員が会員候補者をリストアップし会員増強

に繋げる。候補者が多い女性会員、３０代の会

員候補者にも積極的に声をかける。 

新会員は、ロータリー情報委員会での入会前後

の研修、地区協議会等への原則参加 

⇒将来のクラブリーダーが育ち、人吉ロータ

リークラブが成長発展していく。 

 

 

【雑誌委員会】         紹介；岡 啓嗣郎会員 
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横組み 

Ｐ7「夢を諦めない、約束を守ろう -ポリオ撲

滅まであと少し-」 

Ｐ12 特集「メークアップのすすめ」 

メークアップとは例会欠席の穴埋めをすること

です。人吉ＲＣ年度末の出席表を見ると出席率

100％以上の方がたくさんおられます。いろん

な行事や活動に参加されているのだなあと尊敬

します。今はウェブでメークアップが出来るそ

うです。開設した人は賢いなと思います。 

縦組み 

Ｐ20「ロータリー花壇」 

ほほゑみと励しくるる汝こそは 他に換へがた

き我が宝なり  

 言葉に出さない手の込んだ表現に感心しまし

た。 

Ｐ18 「卓話の泉」“司会のワンポイント” 

長い文章を読む時は、台本に息継ぎの斜め線

（/）を書き込むことで、言葉を発しやすく読

みやすくなる。 役に立つ情報です。 

Ｐ19「慢性腰痛について」 

原因不明の腰痛はストレスなどの心の問題が関

わっていることが多いそうです。 

Ｐ13「燦々奨学生とホームカミングナイト」 

学生が大学進学の夢をかなえる教育支援事業。 

Ｐ4 「ダウン症の娘と共に生きて」 

感動的な記念講演の記録です。 

以上、あとはお読みになって知識を得て頂きま

すようにお願い致します。 

 

 

 【寄付カード】  

     ニコニコ箱委員会  山本知枝 
 
〈ニコニコ箱委員会〉 

・岡会員 ロータリーの友の紹介させて頂き、 

  ありがとうございました。            

・井手会長 有馬エレクト、戦略計画委員会提 

  言ありがとうございました。岡先生、「ロー 

  タリーの友」紹介ありがとうございました。 

                                      

・石蔵幹事 助走に入った有馬年度に期待申し 

  上げます。「ロータリーの友」を読みたくな 

  る岡先生のご紹介に感謝致します。    

・新堀会員 岡先生、本日は楽しいロータリー 

  の友の紹介ありがとうございました。メーク 

  アップの話が出ましたが、東京ロータリーク 

  ラブに一度行ってみたいので行く予定のある 

  方は誘って下さい。                  

・増田会員 結婚記念日のお祝頂きました。あ 

  りがとうございました。              

・友永会員 学校訪問のため早退致します。 

                                      

 

 

 

          点 鐘  井手富浩 会長 
 
 


