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町村で 98・4％、自動起動機運用が 1076 市区町
～ 手に手つないで ～
村で 61・8％。県内では全市町村で整備が完了して
いるそうです。宮崎市で、防災行政無線機の拡声子
ビジター紹介
局が 163 基（うち沿岸に 66 基）あり 100 秒程度で
◎都城
藤岡 裕巳 氏
起動が完了し、避難を呼びかけたり、注意を喚起す
◎都城北
樋口 正義 氏
る音声が流れるそうです。国から流す情報は地震、
◎都城中央
なし
津波、火山、気象、大規模テロなどの有事情報など
23 種類あり一部は自治体が選択して運用します。都
ゲスト紹介
なし
城市では、有事情報、注意報以上の情報、
「霧島連
山・新燃岳噴火警戒レベル４（非難準備）以上の火
山情報など」で自動起動を運用するのかと思いま
□会長の時間
小俵
武
す。
緊急情報を伝える手段は色々と考えられてきて
ロータリアンの皆さん
こんにちは
先週は、ライラ（R 青少年指導者養成プログラム） います。メールで一斉送信する（エムネット）やケ
の報告で参加して頂きました 2 名の方の報告等を ーブルテレビ（データ放送）などです。非常に心強
して頂きました。大雨の中での研修だったというこ いことです。どのシステムも国民保護の為の情報提
とでしたが、とても有意義な研修であったと聞きう 供システムですが、緊急災害時や大規模なテロ等に
れしく思います。新世代委員会の皆様お疲れ様でし は間に合わない場合があると思います。日頃から災
害時の為の非難準備と避難場所、避難経路等々の確
た。
本日は、次年度の地区協議会や公式訪問等の予定 認（危機管理）をしておく必要があるのではないで
で急遽プログラムを変更させて頂き今日は国際大 しょうか。よくまとまりませんが、会長の時間と致
「報恩の実践」
感謝
会報告となります。後程、幹事報告でもあるとおも します。
いますが国際大会に参加された皆さん宜しくお願
＜私の独り言＞
い致します。
話は変りますが、私の年度も残りわずかとなり、
また、国際大会の後で、気が緩んできていますが、
最近忘れがちになっています、緊急情報について話
してみたいと思います。
「J アラートの県内普及率
は？」という新聞の見出しに、北朝鮮の弾道ミサイ
ル発射をめぐって「全国瞬時警報システム（J アラ
「逆境は人間にとって
ート）のニュースをよく耳にしますとありました。
緊急情報を地方自治体や住民に速報するため
光輝ある機会」
2007 年 2 月に稼動したシステムです。通信衛星を
経由し各自治体に送信。市町村の防災行政無線を自
動起動させ、住民に数十秒程度の時間で伝えること
が出来るそうです。消防庁のまとめでは、全国の普
及率は昨年 12 月現在、受信端末設置が 1714 市区
点鐘
合唱

□幹事報告

鳥集 寿一

□委員会報告

○ ガバナー事務所…
＊青少年交換報告会・送迎会のご案内
＊第７回 ＩＡ研修会及び地区連絡協議会の
ご案内
２４．６／１６（土） ６／１７（日）
メインホテル
○ 第 2730 地区 地区大会実行委員会 …
地区大会記録誌送付部数について追加希望有無
確認書
＊今回 地球資源節約の為 各ＲＣ５部配布
（会長１ 幹事１ 事務局控３）の為
○ 2012-13 ロータリー手帳 注文された方へ配布
○ 小林ＲＣ…５０周年記念誌 贈呈

３３ヶ年

三坂 昭一 会員

１７ヶ年

井福 博文 会員

□クラブ報告事項
インターアクト委員会
山下 直哉 副委員長
『ペットボトルのキャップ
を集めています。
ご協力をよろしくお願い
致します。
』

○ 5/30（水）６月定例理事会 18:00
本（小俵）年度クラブ協議会 18:30 中山荘
○ 6/6（火）次年度（大峯）クラブ協議会 18:30
ロイヤル

■地区関連 その他
○ 5/28（月） （財）教育振興基金 理事役員会
18:00～ メイン

□本日のプログラム
別紙に掲載しております！

□出席報告
会員数
出免数
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出席率
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前々回修正出席率
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□ＳAA 報告
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中村静美 藤岡 草水 上田
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◎今後のプログラム
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次年度クラブフォーラム
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米山奨学会

なし

5/16
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□本日のプログラム

皆さんこんにちは
本日は国際大会報告ということですのでお話させていただこうと思います。
国際ロータリー年次大会が 5 月 6 日～5 月 9 日までタイの首都バンコクで開催されました、到着後し
ばらくは家内と二人だけでの行動でしたが、本会議場にて三坂さんたちとお会いすることができ、席も
近づくことができましたので寂しい思いをしなくてよかったです。
さて大会のお話ですが、RI 会長が『心の中を見つめよう、博愛を広げるために』という本年度の RI
テーマに沿ってお話をされましたので、そのことについて皆さんにお伝えしてご報告に変えさせていた
だきたいと思います。
RI 会長は次のように一年の総括を兼ねて演説されました。
「私は、昨年のニューオリンズでの国際大会にて 2011 年度～2012 年度のビジョンについてこう申
し上げました。自分の心の中を振り返って、自分の心に潜んでいる強み・力・愛そして無心の心を見つ
めて博愛を広げるためにこのことを実践し実現してください。そしてそのことが世界の皆さんに伝わり、
我々一人ひとりが周りをみて、自分たちが世界をどのように変えていきたいのかという一つの変革者と
なるように」
「今年度（2011 年度～2012 年度）は、必ず変化をもたらす国際ロータリーにしていく思いでいた
が、RI は、今、振り返ってみると一年前よりも更に強くなっていると感じる。そして、世界もまた良く
なったと感じている。これは夢を持ち尽力した全ロータリアンによって達成されたものであり、この
RI 年度は私たちが、自分自身を見つめてすべての人々のために博愛を広げていく一年であった。」
「ひとりの命を救おうとすることは、それは世界を救うことに等しい。ひとりの生活を改善し、ひとり
の生活を健康にし、ひとりの生活を幸せにするということが、世界を変えるということである。」
その他、本年度 RI が行った幾つかのプロジェクトが紹介されました。
・ケニアでの孤児に対する、農業的・商業的自立支援
・インド、ナイジェリアのロータリアンによる、ナイジェリアでの眼科診療所の開設
・インドで 25 万人を対象に円学教育（識字率向上活動の一環）
・ブラジル（サンパウロ）のロータリアンによる、身体・知的障害者への職業能力訓練

RI 会長は、在任中に 12 カ国を訪問されて、各国の首脳・大統領及び政府の長官等にもお会いになら
れたそうです。ローマ法王に、
「ロータリーから来ました」と伝えたところ、すばらしい笑顔で迎えて
くださったことにとても感激したということでした。また、南アフリカの政府長官は、ロータリーがい
かに識字率向上等に根差し、尽力しているか十二分に理解されていたということです。
以上のように社会奉仕活動が様々な分野で認知されているロータリーではありますが、より一層の公
共イメージ向上と認知のためにも、いろいろなパートナーシップをとって活動し、ロータリーがイニシ
アチブをとっていくこと、そして最後に行き着くところでありますが、今後の継続的な社会奉仕活動の
ためにも、やはり若い世代のロータリアンを招き入れ、人材育成をしていく必要があるとのことでした。
そのためにも、RI の持つ様々なツールを活用し、ロータリーの魅力を伝え続ける必要があります。
ありがとうございました。

こんにちは
井福会員と同行させて頂きまして、その聡明さ非常に機転の利く理論家で友人ながら敬服いたします。
いろいろと教えていただきまして、ありがとうございました。まあ失礼ですけど、一見カラッとした性
格なんですけれど中身は結構濃い方なんですよね、ですからあんまり飽きがこないというのかな…（笑）
言葉に対しては「言ったっけな？」っていうのがちょいちょいある程度で…
さて国際大会報告ですが、私は本会議しか出席しませんでしたが、井福会員が非常に内容的にまとま
って報告されていたと思います、先に話して頂いてありがとうございます。私は、事業でもいろいろあ
りましたから海外へ行くのは 10 年振りでした、日程が連休でしたもので職業柄動けないんですけれど
も、家内を「平和条約を結びに行こうや」と説得しまして、やはりロータリーは最終的には平和だと思
いますから、平和のためにはどうすればいいか、井福会員の卓話でありましたようにＲＩ会長も語られ
ておりました。
さて、今回は奥さん孝行も兼ねていたのですがなかなか大変でした、やはり一番辛いのは言葉が通じ
ないことですね。二人で動きましたし、それと少し話はそれますが、10 年前にアメリカに行った際に
飛行機内にて、スチュワーデスに（ホテルの名前を書いてください）とあらかじめ英訳で記したノート
を見せようとしゃべろうとしたら…
「あなたはタイ人ですか？」て言われたんですね。
顔がそっくりだという事を言われましてね
（笑）
「顔じゃねえだろ！」なんて思ったんですが
（笑）

まあ、しかしこういったノートは大変便利ですので、皆さんも是非試してみてください。私も会社の
社員等に伝えたいと思います。

それとバンコクは印象的には福岡と同じぐらいなんでしょうかね？人口はすごく多いですが…。市場
などはフルーツが豊かでそこらへんに花が咲いてますし、スズメはほんの目の前で餌をついばんでまし
た、都城でも考えられないほど豊かな気候に恵まれたすばらしい土地でした、失敗だらけの交通移動も
含めて脳の活性化になり、そして、もうひとつ癒しになったことがあります…
それは女性の足です。女性の足が・・・綺麗なんですよ！
日本の女性はみんなストッキングを穿いてますよね！
ところが向こうは素足にサンダルを履くんですね、ですから電車に乗る際、エスカレーターに乗ると見
たくもないけど見えるんですね…足が ふくらはぎが それがものすごく「ツルっ」としてるんです
綺麗だなぁと思うんですよ、顔は別ですよ！
あっ！中は見えませんよ。足しか見えない訳ですからね！（笑）
結局私の推測ですが、
「ビタミンＣ多いんだろうなぁ」と思いました（笑）
とにかくもう山のようなフルーツでめちゃくちゃ安かったです、見る限り衛生面に不安はありました
が、それでも異国の文化・風俗に触れながら勉強させてもらったことは良かったです、本当はロータリ
ーのことをもっと勉強しなければならないのでしょうが、沢山の資料も頂きましたしこれから目を通し
ていこうと思います。今日は井福会員がすばらしい報告をなさったので、私は女性の足の話とさせてい
ただきました。
（笑）ありがとうございます。

こんにちは
井福君が RI についてすばらしい報告していましたが、私はあんなのはまともに聞いてません…（笑）
録音でもしてない限り抜群の記憶力だと思います。
さて、大会に参加してちょっとびっくりしたのがこれです。こっちが 1996 年、16 年前にアジア
大会があったときに貰った手提げバッグで、そしてこっちが 2012 年に貰ったのがこの手提げバッグ
です…「比べてみると前の方がよかっですよ、質が」
（笑）
経済が発展してもレベルが下がってるような気がします、こっちは 16 年経ってるのにしっかりして
るんですわ。タイという国は確かにどんどん発展してます、人口は確か 6500 万人ぐらいだったかと
思いますが、まだまだずっと奥のほうに行くとインフラは脆弱なもんです。
去年に工業地帯が水に浸かったチャオプラヤ川は、川幅が広くなく氾濫したのは上流のアユタヤとい
う所で、幸い首都バンコクの少し手前で食い止めてられていた状況のようです。私は、国際大会が終わ
ったらすぐカンボジアに飛びました、プノンペン→アンコールワットに行きました、カンボジアは人口
約 1,400 万人ですけれども、今回の大会に参加したロータリアンは約 36,000 人だそうです。ナンバ
ーワンの参加登録はもちろんアメリカもですが、インドがナンバーワンです。隣の隣という事もあるで
しょうが、しかし驚くのは日本が約 3000 人強の参加であるのに対して、貧困国のナイジェリアから
2700 人も参加しているのには驚きました、ロータリーの識字率向上やポリオの活動が寄与している
のかもしれません。

私が感動したことがありまして、アンコールワットは歴史的な建造物で約 800 年程前に建造され、
フランスの探検家が 140 年前に発見したそうです。戦争などでやられ木が生い茂りジャングルになっ
ていたということです、ですからこのような建造物があるなんて誰にも思いもよらなかったわけで、ま
してや石を積んで建てられているだけなので、地震が頻発する地域で無かったことは恵まれてます。今
後も観光客が伸びていくだろうということで期待されているようですが、その為には様々な対策が必要
なため、お金と時間がかかるようです。そして、周辺には「象に乗りませんか？」と象が何頭もいて正
門まで乗せていってくれますが、その正門に入ってから中までがず～っと長く、裏門を出るまで数キロ
も上ったり下りたりしなければならないので、年取ってから行く場所ではないです（笑）
まあそういうことで、世界にはこういった壮大な歴史を作った人がいるわけですから、すごいなあと思
いました。ありがとうございます。

□SAA 報告
◎ニコニコ箱◎
小俵
棈松
三坂
井福
外山
高橋

武･･･今年度初の出席１００％ありがとうございます。
（やればできる何事も！）
会員増強もよろしく！！少々。
豊治･･･５月１１日宮崎空港カントリークラブにて、白マークより OUT38 IN36
で７４で廻り、３回目のエージシュートを達成しましたので。
昭一･･･３３年皆勤バッジを頂いてありがとうございます。又、がんばります。
博文･･･１７年の皆勤賞をいただいて ありがとうございました。
俊明･･･所用につき・・・
五男･･･１００％の出席率ありがとうございました。残りも皆様のご協力お願い
します。

◎ロータリー財団◎
河野 一治･･･ロータリー財団へ
◎米山記念奨学会◎
河野 一治･･･米山記念奨学会へ
◎教育振興基金◎
河野 一治･･･教育振興基金へ

