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くなってきたので、減らしています。 数年前、大手の某都市銀行

■点鐘

が、今まで毎年新入社員を 1, 6 0 0 人ほど採用していたのに、5 0
0 人ほどしか採用しなかったそうです。 ネットバンキングが進め

■国歌斉唱「君が代」

ば、ATM や窓口は要らなくなり、融資さえも、各顧客のあらゆる
データが入力してあれば、ボタン一つで、幾らまでなら融資でき

■ロータリーソング「手に手つないで」

ます。 あるいは、松本商事はもうすぐ倒産する恐れがあるので、
早急に回収しなさいとか、指示するようになるかもしれません。

■会長の時間（会長 松本一也 )

そうなると、銀行員は現在の 3 分の 1 いや 5 分の 1 し か要らな
くなるかもしれません。 しかし、私は嫌がられながらも、窓口 で

最近は、AI · IT 等のコンピュ ー

通帳と印鑑を持って並びます。

タ化が進み、世の中が大きく変
わろうとしています。

コンビニやスーパーも、レジに自動釣銭機やオールタッチパネル

先ず、自動車、車がステータス

式が採用され、自動化が進んでいます。 しかし、もっと技術が進

だった昭和 4 5 年、交通事故に

めば、顔認 証システムとカードの連携により、コンビニに入り商

よる死者が年間 1 6, 7 6 5 人に

品を自由に袋に入れ、そとに出れば支払いはカードにより済んで

達し、交通戦争時代と言われま

いる、ということになり、従業員も不要になります。

した。 車が庶民の足となって久
しい平成 1 6 年、交通事故が 952, 720 件、負傷者が 1, 1 8 3, 6 1

その他、今でも水耕栽培等により工場で作られている、もやし、

7 人に達しました。 しかし、令和 2 年、事故件数が 309, 000 件、

カイワレ、トマト、キノ コ だけではなく、あらゆる野菜が、天候

死者が 2, 8 3 9 人に減りました。 これには、車 の性能が良くなっ

により影響を受けない工場の中で作られるようになると思います。

てきた事に加え、市民の安全運転に対する意識が向上した事が大
きいと思われます。 しかしこれは序の口で、あと 2~30 年 も経て

こう考えると、人々の働く場所が少なくなり、多くの人が生活出

ば事故件数は 0、死者数も 0 に近くなると思います。

来なくなると思います。 人によっては、そうなったらそうなった
で、別の職種が生まれてくるから大丈夫だと言いますが。いろい

自動運転が当たり前になるからです。 車は AI コンピュ ータによ

ろ考えてみても、普通の人間が、コ ンピュ ータや電子機器等を

り，GPS で自分の位置を確認し、3 6 0 度カメラで状況を認識し、

押しのけて、仕事を得るこ となど出来ないように思われます。

お互いにぶつからないように運転するからです。 人は、車に乗っ

この先どうなるのでしょうか、3 0 年先を見てみたいと思います。

て行く先を告げれば、後は車が勝手に目的地まで連れていってく

まず、私は生きていませんが。

れます。 運転する必要も無く、寝てればいいのです。 でも、喜ん
でばかりはいられません。

■幹事報告（幹事

このことにより、世の中の仕組みが変わるからです。 まず、ぶつ
からないので、板金塗装業は無くなります。 自動車保険も不要に
なります。 人が運転していないので、万が一事故が起きたときの
ために、機械としての製造物責任保険をメ ーカーが掛けることに
なります。人が運転しないので、運転免許証も要らなくなります。
警察の交通課も免許センターも不要になります。 また、電気自
動車になり、ガソリンスタンドも無くなります。 つまり、多くの
人々の仕事が無くなります。
近頃、銀行の ATM が、4 台あったのが 3 台になっている、8 台あっ
たのが 6 台になっている、と気付いた人は多いと思います。 ネッ
トバンキングをする人が増え、ATM や窓口を使う人が段々少な

福井

学)

１）
和硯川昭一 ガバナー、開克行 地
区青少年奉仕部門長、三角雄介
地区 RYLA 委員長より、2020 〜
2021 年度 RYLA（ライラ：青少
年指導者育成プログラム）セミ
ナー受講者募集の案内。
日

程

2021 年 5 月 21 日（金）
14:00 集合〜 5 月 23 日（日）13:00 終了（2 泊 3 日）

研修場所

−１−

御所浦交流センター（天草市御所浦町 5875-2）

TEL:0969-67-2111

各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、

集合解散 棚底港 FT（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ）
（天草市倉岳町棚底 1957-8）

本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加

募集人員

先着 20 名（定員になり次第、締切）

すべきである。

応募資格

対象年齢 20 歳〜 30 歳

ロータリアン企業の写真、あるいは組織や地域社会のリーダーに

会員が、ある例会に出席したものとみなされるのは、

興味のある方、ローターアクト

(a) その例会時間の少なくとも 60 パーセントに直接、電話で、ま

登録料

たはオンラインで出席する

10,000 円（宿泊費、食費、研修費など）当日徴収

◎興味がある方は熊本東南ＲＣ事務局までご一報ください。
(b) 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、そ
２）

の後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提

大分城西ＲＣより、創立３０周年記念誌の送付。

示する
(c) クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから 1 週間以内に

３）

定例のオンラインの会合または参加型活動に参加する、または

熊本東南ＲＣよりお知らせ。
令和 3 年 3 月 16 日。今年度社会奉仕プロジェクトの一つである
ランドセル購入支援金 10 万円を慈愛園に持参し、贈呈して参り

(d) 次のような方法で同じ年度に欠席をメイクアップする：

ました。

(1) 他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリーク
ラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも 60 パーセ
ントに出席すること。
(2) 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的を
もって定刻会場に赴いた
とき、当該クラプが、定例の時間または場所において例会を
開いていなかった場合。
(3) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱
した地域社会の行事や会合に出席すること。
(4) 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉
仕委員会の会合に出席すること。
(5) クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参
加型活動に参加すること。

■今後の行事
世話クラブ説明
会（オリエンテー
04 月 04 日（日）

ション）

熊本県上
益城郡

(6) ローターアクト、インターアクトクラブ、ロータリー地域社
会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクト

阿蘇熊本空港ホテル エミナース

クラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社会共
宮川義行、松岡歩紗実

地区研修・

大分県

オンライン配信

同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または
(7) PI 国際大会、規定審議会、国際協議会、ロータリー研究会、

協議会
大分市
（ホルトホール大分）
04 月 18 日（日） 古田哲朗、山田公也、彌冨照皇、宮川義行、松岡歩紗実、

RI 理事会、または RI 会長の承認を得て招集された会合、合
同ゾーン大会、RI 委員会会合、地区大会、地区研修・協議会、

吉田嘉昭、松岡泰光、中島祐爾、村瀬直久、前田日出夫、

05 月 09 日（日）

杉本整哉
会長ノミニー研

大分県

修セミナー

大分市

RI 理事会の指示の下に開催された地区委員会、または正式に
公表されたクラブの都市連合会に出席すること。

ホルトホール大分

山田公也

第 2 節遠方での勤務中の長期の欠席。
会員が長期にわたって遠方で業務に従事している場合、会員の所

■ロータリー情報の時間（ロータリー情報担当委員 鈴木義親 )

属クラブと転勤先の指定クラブが合意していれば、会員は勤務先
における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わ
りとなる。

出席の意義
第 3 節その他のロータリー活動による欠席。
出席はロータリーの特色のひ

欠席のメイクアップが必要とされないのは、会合の時に会員が、

とつで、会員の資格条件になっ

(a) 第（ 1) (d) (7) 節に挙げた会合の一つに出席するため、適切な

ている。クラブ例会に規則正

直行日程による往復の途次にある場合。

しく出席することは入会時に
受け入れた基本的重要な責務

(b) 役員または RI 委員会の委員、TRF 管理委員として、ロータリー

である。自分のクラブに対し

の職務に携わっている場合。

行う出席という最小限の奉仕であり更にその出席率のより高い理
想に向かって努力することをロータリーは求めています。

(c) ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの
職務に携わっている場合。

定款

第 10 条出席

第 1 節一般規定。

−２−

があると認めない限り、会員身分を終結されることがある。

(d) RI に雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている
場合。

(b) 連続欠席
(e) メイクアップすることができないような腔遠の地で、地区、

理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または

RI, または TRF の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的

第 10 条 4 節もしくは第 5 条に従う場合を除き、連続 4 回例

に従事している場合。

会に出席せず、またメイクアップもしていない場合、その欠
席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることがで
きる。

(f ) 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事している場合。

理事会が会員に通知した後、理事会は、過半数によって、会
員の会員身分を終結することができる。

第 4 節 RI 役員の欠席。
会員が現役の RI 役員または現役の RI 役員の配偶者／パートナー

(c) 例外。

である場合、出席規定の適用は免除される。

細則は、第 13 条第 4 節に従わない規定を含めることができる。
第 5 節出席規定の免除
次のような場合、出席規定は免除されるものとする。
(a) 理事会は正当かつ十分な理由、条件、および状況によるもの
を承認する。このような出席規定の適用の免除は、最長 12 ヶ

■委員会報告（青少年奉仕担当 宮川義行 )
３月１４日の地区大会でも触れ
られましたが、ローターアクト
は立場的にはロータリーと同じ
になりました。４つのテストを

月間までとする。ただし、健康上の理由、子どもの誕生または
養子縁組の後、または里親期間中に欠席となる場合は、理事会
が当初の 12 ヶ月を超えて延長することができる。
(b) 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の
年齢の合計が 85 年以上であり、少なくとも 20 年のロータリ
アン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面を
もって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第 6 節出席の記録。
本条第 5 条
(a) の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席
した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれない
ものとする。

実践する対等の仲間ということ
になります。お互いを認めつつ、
ロータリーとしては青少年育成
の課題もあります。ローターア
クトが奉仕活動と学習を通して
将来のロータリアン、地域のリーダーとして成長していく手助け
をするのがロータリーの責務です。来週は東南ローターアクト櫻
井会長の卓話になります。皆さんよろしくお願いします。

■出席報告（出席・プログラム担当 杉本整哉 )

本条第 4 節または第 5 節 (b) の下に出席規定の適用を免除さ
紅だ会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出
席は本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席数に含まれ
るものとする。
第 7 節例外。
細則は、第 10 条に従わない規定を含めることができる。
定款

月日

会員数 出席者数

44
03 月 03 日 （免 4）
40
44
03 月 17 日 （免 4）
40

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

2

35

87.50

33

27

67.50
☆出席免除
03 月 03 日
住江正治 佐野
鷲山法雲
03 月 17 日
住江正治 佐野

第 13 条会員身分の存続

第 4 節終結一欠席
(a) 出席率。会員は、
(1) メイクアップを含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席

03 月 03 日

川崎直樹

山本浩之

矢野敬之

でその両方を満たしていなければならない。および

■スマイル報告

うち少なくとも 30 パーセントに出席、またはクラブのプロ
ジェクト、行事、その他の活動に参加しなければならない。

（親睦・スマイル担当委員
松田和成 )

(RI 理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を
免除されるものとする。）
規定通り出席できない場合は、理事会が正当かつ十分な理由

茂

島村徹男

☆欠席者（5 名）

間にクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に少なくと

(2) 年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総会の

島村徹男

鷲山法雲

率が少なくとも 50 パーセントに達しているか、年度の半期
も 12 時間参加しているか、または、バランスの取れた割合

茂

◎宮川義行 7,000 円
地区大会参加の皆様、お疲れ様でした。

−３−

山坂哲生

小野川善久

テンションの高い大会でした。久しぶりに大分と
熊本が合流、行定監督と硯川ガバナーの対談も楽
しかったです。映画「うつくしいひと サバ？」上
映とガバナーたちの熱い想いも新鮮でした。僕も
熊本に貢献できる映画を絶対作ろうと、パワーを
もらいました。このままコロナが収まって、早く自由に県外、国内を動
き回れるようになってもらいたいものです。この１年間、
東南ロータリー
会員の誰も感染しなかった事が何よりでした。皆さん、これからもコロ
ナ対策忘れず、花粉や黄砂にも負けず、元気でお過ごしください。
来週の歓迎会は欠席しますのでお詫びのスマイルです。
◎武末直大 2,000 円
先月、誕生祝いを頂きました。ありがとうござい
ました。

◎彌冨照皇 2,000 円
武末さんの卓話、楽しみにしています。

■会員卓話（武末直大 会員）

※紙面の都合上、全てを掲載出来ませんでした。クラブホームページの
会員専用ページに掲載させていただきました。

■点鐘
編集者

−４−

沼田敏雄

