
２０１６年８月１０日 第２２５５回例会　VOL. ４８　No. ６

■司　　会　副 SAA　内田　　敏

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　我等の生業

■出席報告

■本日の欠席者
なし

■他クラブ出席者
青木、北澤（横浜瀬谷 RC）

五十嵐、増田（地区）

■会長報告
　震災復興委員会の熊本へ自転車を送る計画

につきまして、久米第５グループガバナー補

佐にメールしました。久米ガバナー補佐から、

高良作ガバナーにその旨連絡しました。との

連絡がありました。 

○地区関係

１）8/4 ㈭クラブ研修委員長会議が開催。

　増田委員長、ご苦労様でした。 

２）米山記念奨学委員長会議

日時　８月 25 日㈭午後３時～５時

場所　メモワールプラザソシア 21　

　　　太田勝典さんお願いします。 

３）ロータリー財団セミナー

日時　９月 12 日㈪午後３時～５時 30 分
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場所　メモワールプラザソシア 21

　　　新川さんお願いします。 

○クラブ関係

１）情報集会のまとめ 

①例会開催時間について 

・現行のの時間が一番良いとの意見が多数。

②会費について 

・活動を阻害しない中で考える。

・会費の値下げを期待 (退会防止にも繋がる )

③増強について 

・ゴルフコンペ等のイベントへのお誘い

・継続的なアプローチを行う (週報を送る等 )

・体験例会に来た人へのお誘い

・名誉会員を増やそう。

・退会者へのフォロー

　等の意見がありました。増強委員会で、継

続的にフォローする方法の策定とフォローす

る人材の選定をお願いします。 

２）吉野会員が６月肺炎で入院、現在老人ホー

ムにおられ、ご子息より休会か一時退会をお

願いしたいとの申し出がありました。クラブ

としてどう対応したらよいか ? 皆様のご意見

をお聞きしたいと思います。テーブル毎にミー

ティングをお願いします。 

　吉野会員のご意志を確認の上、対応するこ

ととなりました。 

本日の出席数       26 名会  員  数 　 　 　 31 名

本日の出席率   　100％ 修正出席率          100％
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■幹事報告                              　　  　
１）ロータリー青少年交換 2015-16 年度派遣

学生帰国報告並びに 16-17 年度来日学生歓迎

会開催の件

日時　９月３日㈯午後２時～５時

場所　サンピアンかわさき第３会議室

２）RID2590 卓話バンク 2016-17 ホームペー

ジ公開のお知らせ

 下記にアクセスすることにより、各クラブご

推薦の卓話者の一覧をご覧頂けます。

　皆様のご協力によりこの卓話バンクが有効

に使われ、クラブの活性化につながりますよ

うご活用下さい。

uRL:http//www.ri2590.org

password:0952ir-takuwa

■災害対策委員会　　　　　　　五十嵐　正

　先月新川さんと熊本に行き、その際提案し

ました、情報発信の仕組み、りんどう通信第

１号が出来ましたので、皆様にお配りします。

　熊本の今の状況が手に取るように分かる内

容になっていると思います。（５頁掲載）

　当初配信については、全国のガバナー事務

所と考えましたが、岩沼 RC，ロータリーの友

事務局に相談した処、問合せが殺到し、りん

どう RC の新たな負担となってしまう可能性が

あるとのご指摘があり、地区内他クラブ (69

クラブ ) へは各クラブ事務局に配信、他はご

指摘の如く支援、訪問して頂いたクラブ事務

局へ配信、および Facebook のロータリー交流

会に投稿。当面はこの様な配信となりました。

その後のりんどう RC の桂会長から「りんどう

通信大変反響があり、とても感謝しています。」

とのことでした。

　今回の被災地支援の仕組みの提案が、いい

方向結果に結びつくことを願っております。

　また、先ほど会長・幹事報告で触れられま

した熊本支援に自転車を送る件ですが、これ

は以前に、当初アフリカに自転車 500 台を送

るという話しを伺っておりましたが、今回の

熊本視察を終え、被災地のニーズ（りんどう

通信第１号参照）として地元 RC また地元行政

からの要望を受け、100 台を手配出来ないか

との構想の元、先日の理事会でご説明し承認

された事業です。

　事業の内容は、横浜市に被災地支援に向け

市内放置自転車の払い下げをお願いし、申請

承認の後、自転車回収代約 10 万円、横浜～熊

本への貨物輸送約 16.2 万円、シール制作代約

１万円、全体で約 30 万円を想定しております。

現状は、先日の理事会承認を受け、横浜市に

要望書を出す段階です。その後は、横浜市の

承認を得た後に、資金面での調達に移る状況

ですが、岩沼 RC 及び瀬谷 RC、又第５グルー

プにも協力のお願いをする予定です。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

青木　邦弘／本山さん、大川さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみです。

北澤　正浩／本山さん、大川さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみにしております。

吉原　則光／①県下観測史上最高を記録した

昨日に続いて今日も炎暑の中の例会、ご苦労

様です。②本山さん、大川さんの卓話楽しみ

です。よろしくお願いします。

安藤　公一／①本山さん、大川さん、イニシ

エーションスピーチ宜しくお願いします。②

リオオリンピックの男子７人制ラグビーで日

本が史上初めてニュージーランドを破りまし

た。その後イギリスに惜敗しましたが明日の

ケニアに勝てば決勝トーナメント進出です。

今野　丁三／本山さん、大川さん、イニシエー

ションスピーチよろしくお願いします。

内田　　敏／本山さん、大川さん、入会有難

うございます。本日のイニシエーションスピー

チよろしくお願いします。

滝澤　　亮／大川会員、本山会員イニシエー

ションスピーチよろしくお願いいたします。

大川　伸一／本日はイニシエーションスピー

チをさせていただきます。話す内容について、

いろいろ考えましたが一番重要な事は「時間

厳守」と思っています。最近話が長いと言わ

れる様になってきましたので…

本山　雄三／つまらない話にお付き合いいた

だいてすみません。恐縮です。

岡田　清七／毎日暑いですね。暑中お見舞い

申し上げます。

佐藤　利明／本山さん、大川さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみにしています。

太田　勝典／本山会員、大川会員、イニシエー

ションスピーチ楽しみです。

後藤　英則／本山さん、大川さん、イニシエー
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ションスピーチ楽し味です。頑張って下さい。

田川　富男／本山さん、大川さん、歓迎致し

ます。本日の卓話宜しくお願いします。

齋藤　善孝／本山さん、大川さん、本日のイ

ニシエーションスピーチ楽しみです。

五十嵐　正／本山さん、大川さん、本日の卓

話楽しみにしております。よろしくお願いし

ます。

鈴木　茂之／皆さん、こんにちは。本日の本

山会員、大川会員のイニシエーションスピー

チ楽しみにしております。よろしくお願いし

ます。

二宮麻理子／本山さん、大川さん、本日のイ

ニシエーションスピーチ楽しみにしています。

市川　慎二／本山さん、大川さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみです。

佐藤　真吾／大川さん、本山さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみです。

兵藤　哲夫／三善博明様のお話です。

○相模原市緑区にある重度障害者施設殺傷事

件で、私はすぐ元ロータリアンの三善博明さ

んを思い出しました。

　彼は万騎が原の商店街でみよしスタジオと

いう写真屋を営んでいます。三善さんは 20 数

年間旭区市沢にある横浜療育園で、重度の障

害者が成人式を迎えると、施設に出向いて記

念写真を作ってあげておりました。彼が撮っ

た写真は心うたれるものばかりでした。これ

ぞロータリアンと私は誇りに思っていました。

　昨日電話で「あなたのことをロータリーク

ラブの例会で話したい」ともうしたところ恐

縮しておられ、その当時の事を元気に話して

くれました。あの残忍な殺傷事件の裏にこん

なホットな会員がいたことを私は誰かに伝え

たかったのでした。

■卓話　イニシエーションスピーチ
○本山　雄三
　あらためて自己紹介をします。

　私は、昭和 38 年（1963）に宮城県仙台市で

生まれました。その後、昭和 50 年（1975）に

川崎市の武蔵小杉の近くに引っ越して来まし

た。そして、横浜銀行に入社しましたのが、

昭和 62 年（1987）です。

　没頭するような趣味はありませんが、休日

は、本を読んだり、ゴルフをしたり、たまに、

日帰りでドライブにいったりして過ごしてい

ます。

　私は、子供時代を仙台で過ごしましたので、

当時の横浜のことは良く知らないのですが、

せいぜい「３丁目の夕日」という映画で、「あ

～当時はこんな時代だったのだなあ」と思っ

ていましたが、最近、「横浜 1963」という本

を読みました。帯に、オリンピック前夜の横

浜で発生した連続殺人事件、ハーフの警察官

と日系の米軍 SP が卑劣な犯人を追う～一気読

み必至 ! 緊迫のハードボイルド誕生～と、あ

ります。…当時の横浜のことがよくわかりま

す。小説としてもなかなか面白いと思います。

　これまでもお話したとおり、ロータリーに

入れていただくのは、この横浜旭ロータリー

が２度目です。

　ロータリーに入って良いこと、嫌なことが

あります。嫌なことはロータリーソングを歌

うことです。私は、そもそも歌が下手なので

すが、子供のころの経験がトラウマとなって

いて、必要以上に人前で歌うことが苦手です。

　ロータリーに入って良いと思っていること

は、地方銀行の「地域貢献」とロータリーの「奉

仕」に共通するところがあり、「難しいことだ

けど、勉強になるなあ」と思えることです。

　今、金融庁が金融行政を転換しようとして

います。『捨てられる銀行』という本がアマゾ

ンでベストセラーになっています。この本に

書かれているのですが、安倍政権が、「地方創

生」「一億総活躍社会」を最重要課題としてい

るなか、金融庁は、地銀を地方創生にどう貢

献しているかにより評価しようとしています。

　横浜銀行支店長は、各地でロータリーに加

入しています。ロータリーで活動を共にさせ

ていただくことも意義のあることと思ってい

ます。
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　家族は、子供 ( 息子 ) ２人がいずれも独立

して、長男は東京、次男は伊勢原に所帯を持っ

ており、孫も併せて３人おります。家には５

年前まで犬が一匹おりましたが、老衰で逝っ

た後は家内と２人暮らしです。私はいずれま

た犬を飼いたいのですが、まだ家内の許しが

出ていない状況です。あと数年したら、ぜひ

迎え入れたいと思っております。孫はご多分

に漏れず、文句なしに可愛くて日常の疲れを

癒やして貰えるのでありがたい存在です。

　仕事はがんセンターでのがん医療であり、

私の専門は消化器内科で、うち肝胆膵の悪性

腫瘍の診断と内科的治療です。この分野は全

がん腫の中でも難治がんであり、未だになか

なか有効な治療法が確立されていません。根

治治療は手術ですが、診断時には手術不能の

方が多いのと手術しても再発の多いがんです。

それでも少しずつ治療法や診断法が進歩して

います。ただし病院全体の責任者になってか

らの私の業務内容は、臨床医の仕事からは離

れたものが多いです。

　私の専門以外のがんについても、特に罹関

数の多い肺がん、大腸がん、乳がんなどにつ

いて将来機会があれば、区民、市民を対象と

して知識と理解を広げる場を設けさせていた

だければ幸いです。また最近は、子供のうち

からがんを知る事が、後のがん検診受診率の

向上につながると言われていることなど、学

校でもっとがん教育を積極的に行うべきと考

えられており、この分野でもなにかしらの活

動が出来ないか模索していくつもりです。

　今や日本人の２人に１人ががんにかかり、

３人に１人ががんで亡くなる時代ですので、

がんについての正しい知識の向上は大変重要

です。また別の機会があれば、ご紹介させて

いただきたいと思っております。

　さて趣味・特技ですが、残念ながら皆様に

ご紹介するものはこれと言ってございませ

ん。仕事が趣味、と言ったらかっこいいかも

知れませんが、生来飽きっぽくて物事を極め

るとか追求するとか、あるいは深く楽しむ事

が出来ない性格のため、休みの日は仕事場へ

行くか、テレビを見たり読書をしたりしてお

ります。インドア派なのですが、夏季休暇時

は 2,000km 以上の車の旅を楽しみます。ゴル

フは 46 歳時に椎間板へルニヤを患ってから止

○大川　伸一

　私は昭和 29 年に北海道の函館で生まれまし

た。函館は港町であり、かつて北洋漁業の基

地であり、また本州からの青函連絡船を迎え

る北海道の玄関でした。

　その年の９月に大きな台風が函館を襲い、

青函連絡船の洞爺丸が沈み、大変多くの方が

犠牲となりました。私は 12 月生まれで母のお

腹の中にいたのでもちろん知る由もありませ

んが、この大災害が青函トンネル建設を進め

る大きな理由になったと聞いております。函

館は高校卒業の 18 歳まで住みましたが、暮ら

している頃はその良さが今一分かりませんで

した。が、離れて年月が経つとともに、食べ

物のおいしさ、風景の美しさが分かるように

なり、と同時に少年時代を過ごした地への愛

着を感じるようになりました。現在は実家も

ありませんが、還暦の同窓会、子供の家族た

ちとの旅行などにて時々訪れております。

　皆様もしご旅行されることがあれば、少し

は美味しい店や良いホテルを知っております

のでご紹介できます。

　昭和 48 年の高校卒業後に大学進学のため

函館を離れました。私は２つの大学に行って

おります。一個目の大学が東京であったため、

４年間、東京に住みました。最初に住んだの

は池袋から歩いて 10 分くらいの雑司ヶ谷と言

うところで、近くに大きな霊園があり、漱石

さんも眠っておりました。また都電も走って

おり古き東京のイメージが強く残っておりま

した。その後東武東上線沿線に移り住んだ後、

青春の挫折にて大学を中退の後、心機一転、

医学部を受け直して昭和 52 年に横浜に移りま

した。以後約 40 年、横浜に住み続けて現在に

至っております。住居は最初が南区の阪東橋、

その後上大岡に住んで、旭区へは平成５年に

移って来ました。
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めました。唯一若い頃から一貫している好物

は酒でしょうか。誇れる趣味がないのは恥ず

かしいことです。

　自分の大切にしている信念と言うか、考え

ですが、時代とともに、また自分の年齢、あ

るいは経験を踏まえて変化しております。そ

の中でも数年前からよく考えるのは、必然的

に職業内容からのものであり、ちょっとある

意味重たいものであり、信念・信条とはやや

異なるものです。

　私は職業柄たくさんの方の人生の終末期を

見てきました。人にはいろいろな最期の過ご

し方がありますが、それはやがて必ず訪れる

ものであり、避けては通れません。それは身

近にあるもので、自分やご家族が運命に直面

したときに、できるだけ冷静な判断が出来る

こと、冷静な感情を保ち、納得のいく最期を

迎え、また家族の方ができるだけ悔いなく送

ることが出来るためには、普段からご家族と

その時のことを話す機会を持ち、またその意

識を持つことが、大切なのではないかと考え

ます。

　そしてどのような最期を送るのか、と言う

ことは、そのまま、どのような生き方をするか、

につながることと思います。これは明るくな

いテーマであり、イニシエーションスピーチ

にふさわしい内容かやや疑問もありますので、

このお話については、今日はここまでとさせ

ていただければと思います。

　好きな言葉は日々新又日新でしょうか。日

に新たに日々に新たなり、このような気持ち

でいつも過ごしたいと思っています。しかし

そう固い言葉ではなく、お疲れさま、とか、

おはようございます、とか日常のあいさつ言

葉は結構好きです。

　なにはともあれ、皆様に快く迎え入れてい

ただきましたこと、心より感謝を申し上げて

スピーチの終わりとさせていただきます。こ

れからどうぞよろしくお願いいたします。　

■次週の卓話　　
　  8/31 ㈬ 　夜間移動例会　点鐘午後６時

                  場所　 い志井　　　　           

　　                 週報担当　五十嵐　正

りんどう通信
熊本県益城町

発行所／第2720地区 熊本りんどうロータリークラブ

全国のロータリアンの皆様に義援金のご協力を頂いたこと、心より感謝申し上げます。

地震後4か月  益城町の現状は…復興は始まったばかり！ 皆様ご支援・ご協力・ご助言をお願いします。

① 住宅の全半壊は全体の過半数(5500棟)を超え、倒壊家屋の撤去作業だけで2年近くかかると思われます。
　 仮設住宅への移動が始まりましたが、家財道具を保管するスペース(コンテナ等)が不足しています。
　 住宅だけでなく移動手段(車、自転車など)を失った被災者も多数居ます。路線バスも再開しておらず、
　 学生が自転車などの交通手段を必要としています。

② 町内7小中学校も被災し、体育館や運動場の一部が使用できない学校もあります。
　 校内遊具や備品が損傷している学校への支援が必要です。

③ 転校を余儀なくされた児童やPTSDで眠れない日々を過ごしている子ども達も多く、今後の心のケア
　 が急務です。

【連絡先】 熊本りんどうRC 会長桂まで  E-mai l  katsura2316@gmail.com
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発　行

　有史上初めて震度７が２回（M6.5・M7.3）続
いた、今回の熊本地震の震源地である益城町
は未曽有の被害を受けました。
　熊本りんどうロータリークラブは益城町を活
動拠点としており、地震直後より一丸となって、
町の支援活動を行い、現在も復興へ向け連日
絶え間ない歩みを続けています。今回の被災に
対し、皆様から当クラブへ多くの激励や温かい
ご支援をいただき、感謝の念に堪えません。
　今回御礼の意味を込め「りんどう通信」第
１号にて地震後の町の状況、当クラブの支援
活動を皆様にご報告いたします。

４月14 日夜、そして16 日未明に

最大震度7を記録する熊本地震が発生。
REPORT

■益城町／犠牲者　20名
■12,000 戸中／
　全壊家屋＝2,000戸　半壊家屋＝4,000戸
■町内10カ所以上に
　5,000名以上の避難者が生活。

　水などの救援物資を応援SNS
で全国に発信。会員の会社を中
継地点とし、本当に不足している
避難所や車中泊の被災者に物
資を届ける活動をしました。

当クラブの支援活動
① 救援物資の配布

◎熊本エミナースにて豚汁の提供
◎地元青年団と協力して昼食の炊出し
◎別府RC様のご協力で雨の中800名にラーメンの提供
　（別府まじめラーメンさんは大好評でした！）
◎世田谷RC様の協力で焼きそばの提供　
◎奈良大宮RC様の協力でうどんの提供　など

② 被災者への炊出し（計5回）

　倒壊家屋の瓦礫処理、家
財道具の搬出時の車両不
足解消を目的として、2650
地区及び大分キャピタル
RC様のご協力で開始・継
続しています。
　トラックにロータリーのステッカーを貼ることで、活動をPRし、地
元テレビ局のニュースでも紹介されました。

　11月23日(水)に当クラブ10周年記念式典を予定しています。現在、皆さまに元気を取り戻していた
だけるよう、準備を進めています。ぜひともご出席いただきますよう宜しくお願いいたします。
　また、被災地視察に来熊されました新川尚・五十嵐正様はじめ横浜旭RCの皆さまのご協力により
本号発行となりました。感謝申し上げます。

③ レンタカープロジェクト

　「がんばろう熊本 がんばろう益
城」のスローガンが入ったTシャツ
を、計400枚作製し、希望者へ配
布することにより士気を上げ、支
援の輪が拡がりました。

④ ボランティアの方への応援Tシャツの配布

　自宅の全壊・半壊で、制
服や自転車がなくなってし
まった御船高校の生徒60
名のために30万円の義援
金を送りました。

⑤ 御船高校への義援金30万円

　ある避難所では、朝はお
にぎり、昼はパン、夜は弁当
というように、温かいものや
汁物が支給されることはあ
りません。６月15日より、朝
から温かい手づくりの味噌
汁を提供しています。

⑥ 「朝スープましき」プロジェクト

【現状案内】茅ヶ崎中央RC・高槻東RC・川口南RC・日田中央RC・
横浜旭RC様が益城町に訪問され現状案内し、町に義援金を贈っ
ていただきました。また豊中中央RC様のご協力で、太鼓演奏もご披
露いただきました。
【義援金】朝霞RC・宝塚武庫川RC・横浜西RC様はじめ、全国の
ロータリアンの皆様から義援金をいただきました。誠にありがとうご
ざいました。有意義に使わせていただきます。

　終わりに、地震発生から4 か月が経とうとしていますが、今だ町内
の解体工事は殆ど進んでおらず、復興には程遠い状態です。これか
らも私たちにどのような支援が出来るか、日々 考え、行動し、復興のた
めに頑張ってまいりますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。

⑦ その他

K u m a m o t o  R i n d o u  R o t a r y  C l u b
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Special Thanks!
Special Thanks!
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日時 平成28年８月３日㈬ 出席

安藤　公一 五十嵐　正 北澤　正浩
１8時30分～

鈴木　茂之 田川　富男 滝澤　　亮 新川　　尚

二宮麻理子

場所 事務所 　欠席 市川　慎二 佐藤　真吾 福村　　正

報告事項 1 ）タウンニュースの暑中見舞い広告掲載　15,000円

2 ）クラブ事務所について

 防水加工が必要とのことで、検討委員会にて検討中です

3 )旭高校への寄付金25,000円と謝礼30,000円を送金しました。

4 )会計　７月を終えて

 例会費 予算258万円 (月21.5万円) 実質例会費 102,598円

１回につき 25,649円

 今年度の残り例会回数は38回 例会費約97万円       合計で約107万円　

審議事項 1）瀬谷RCとの合同例会について

１月13日㈮12時30分から　　　　合同賀詞交歓会　
                            　　　場所　二俣川ライフ４階

11日の例会は13日に変更 承認

2）メーキャップ代金について もう少し状況を見て 保留

3）その他

・岩沼RC50周年　10月８日

　　12時30分開始　　竹駒神社　　　　　　　出欠締め切り　８月20日

　　登録料１人10,00円　登録者５名まで 登録料１万円は個人負担

　　お祝い５万円はクラブ負担 承認

・地区大会展示について 広報委員会が担当

　　チャリコン、熊本、でんてんこ等

・高梨乳業工場見学　 ３月29日を予定

　　ガールスカウト、ボーイスカウト等へも声がけ 職業奉仕委員会が担当

・区民祭り　　 社会奉仕委員会が担当

社会奉仕委員会が担当

・熊本へ自転車100台を送る計画 災害復興委員会が担当

2016～2017年度　第5回　理事会 議事録

青木　邦弘

・２月４日㈯がんセンター講演
　サンハートにて開催予定


