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4.謎の軌道 ?

西部ガス株式会社の「引込み線」
1960年代まで都市ガスは石炭を乾留して製造してお
り、工場へ原料の石炭を運ぶための引込み線
物流の主役がトラックになる以前は鉄道輸送

■国歌斉唱「君が代」
■ロータリーソング「奉仕の理想」

左側の線路は、JR豊肥線

5.熊本市電(南熊本線廃止)

標識 なごり
(現在は撤去されている)

現在

■来訪者紹介
卓話者

堀川貴史 ガバナーエレクト（熊本南ＲＣ）

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )
■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

「熊延鉄道と南熊本駅 ｣

■来信案内
1.熊延鉄道(ゆうえん)とは
熊延鉄道とは、大正元年(1912年)から昭和39年(1964年)ま

会長の時間

での52年間、熊本市、嘉島町、御船町、甲佐町、美里町をつ
ないでいた鉄道路線で、熊本から延岡（宮崎県）までを結ぶ鉄

「 熊延鉄道と南熊本駅 」

道として計画されていたことが
名前の由来となっています。

私が住んでいる町に線路跡など
名残があるので

2022年 4月13日

吉田

嘉昭

生活道路に転用された熊延鉄道の線路跡
熊本市南区田迎地区

➡

管理委員

平和の

・財団室 NEWS 2022 年号外、財団室 NEWS 2022 年 4 月号、

※マイロータリーからウクライナ支援の寄付可能です。事務局で

2.熊延鉄道の歴史

1916年（大正5年）3月1日小坂村 - 御船間が開業
1927年（昭和2年）1月27日

・ウクライナ支援依頼書簡（ロータリー財団

・ポーランドでの避難民受け入れの様子の送付。

1912年（大正元年）11月10日 御船鉄道株式会社設立
（取締役 大淵龍太郎 ）
1915年（大正4年）
4月6日 春竹（現・南熊本） - 鯰間を新規開業
11月7日 鯰 - 小坂村間が開業
1923年（大正12年）4月28日

地区事務所より、

ための大口寄付推進計画委員会リエゾン管理委員 三木 明 様より）

なぜこんな話しを?

会長

１）

御船 - 甲佐間が開業
熊延鉄道に社名変更

1932年（昭和7年）12月25日甲佐 - 砥用間が開業

サポートいたします。
２）

（公財）米山梅吉記念館より、館報。

1940年（昭和15年）バス 事業を開始
1964年（昭和39年）3月31日
4月 1日

南熊本 - 砥用間が廃止
熊本バスに社名変更

中の瀬～鯰間の加勢川鉄橋

3.熊延鉄道のなごり
南熊本駅

■クラブより
１）

本日例会終了後に、臨時理事会を開催いたします。
「お買い物は大洋へ」のコマーシャル

昭和30年代
右が熊延鉄道

鉄道線路跡に浜線バイパスを建設
熊延鉄道の南熊本駅跡

今後の行事

左は国鉄豊肥線

八角トンネル

4 月 15 日 ( 金）
16:00

第一津留川橋梁
八角トンネルから佐俣駅の方向へ300ｍほど進んだところ

4 月 17 日（日）
午前
落石よけのために作られた「八角
トンネル」は形も構造も謎が多く、
7基が連なり間が空いている。
この不完全な形は建設費削減説が
有力のよう。

－１－

肥後大津 RC 創立
50 周年記念式典・
祝賀会
地区研修・協議会
会員増強部門別協
議会

熊本県

エアポートホテル熊本

菊池郡

宮川義行、小畑成司

オンライン

地区研修・協議会
4 月 23 日
（土）
公共イメージ部門別 オンライン
午後
協議会
4 月 23 日
（土） 地区研修・協議会
午後

社会奉仕別協議会
地区研修・協議会

米山記念奨学会部
4 月 24 日
（日）
門別協議会（リアル
午前
＆オンライン（世話
2022 4 月 24 日
（日）
午後

ロータリー財団部

セミナー

5 月 7 日（土）

～

地区大会

■委員会報告

（青少年奉仕担当

（パレア）

ハイブリッド

熊本パレア

オンライン

（パレア）

オンライン

（熊本城ホール）

◎横山佳之 5,000 円
先日は歓迎会（片岡会員）ありがとうござい
ました。まだ光が見えない街中ですが、がん
ばってまいります。
◎吉田嘉昭 3,000 円
堀川ガバナーエレクトのご来訪を歓迎申し上
げます。本日の卓話、宜しくお願い申し上げ
ます。

中島祐爾

5 月 13 日
（金）

5 月 15 日
（日）

オンライン

クラブ説明会含む）
地区研修・協議会
門別協議会
会長ノミニー研修

5 月 14 日
（土）

◎堀川貴史 カバナーエレクト 2,000 円
本日はお邪魔いたします。このような機会を
与えていただきまして心より感謝致します。
熊本東南ロータリークラブの皆様の今後ます
ますのご健勝を心より祈念いたします。

（パレア）

大分県

ホルトホール大分

大分市

会員増強・維持セ

大分県

ホルトホール大分

ミナー

大分市

山田公也、中島祐爾

◎彌冨照皇 3,000 円
堀川ガバナーエレクトのご来訪を歓迎致しま
す。卓話を楽しみにしております。

◎内田信行 3,000 円
本日は堀川貴史ガバナーエレクトの卓話を楽
しみにしています。長男がお世話になります。
宜しくお願いします。

宮川義行）

４月９日、アクト主催の清掃活動合同
例会が開催されました。未来会議室で

◎小畑成司 2,000 円
堀川ガバナーエレクトのご来訪を歓迎いたしま
す。いつも国際大会でお世話になっております。

「プラスチックごみ問題」についての卓話の後、下通、新市街の

周りの清掃活動を行いました。火の国、城東、グリーン、東南の
４アクトクラブの合同で、参加 22 名、4 グループに別れ、怪我

来年度はいよいよガバナーですね。がんばって
ください。

もなく無事に行われました。タバコの吸い殻が多く、傘や蛍光灯
などもあったそうです。今後も社会奉仕活動とロータリー精神の
学習を通して仲間作りにつとめていってもらいたいと思っていま

◎松田和成

す。第 2 例会は 4 月 26 日 19 時から未来会議室で予定されてい

ます。現在アクトが 10 名になりました。会員の皆さんのご協力
の賜です。これからも宜しくお願いします。

◎松本繁 2,000 円
堀川ガバナーエレクトのご来訪を歓迎いたしま
す。本日の卓話宜しくお願い致します。

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成）
月日

会員数 出席者数

03 月 30 日

MU

古庄浩二

■スマイル報告

出席率
（％）

休会

43
24
04 月 13 日 （免 4）
39 （Zoom4）

☆出席免除
04 月 13 日
住江正治 島村徹男

修正出
席者数

◎松岡泰光

草村安宏）

1,000 円

堀川貴史ガバナーエレクトのご来訪を歓迎し
スマイルします。卓話楽しみです。宜しくお
願いいたします。

61.54

◎宮川義行 1,000 円
堀川ガバナーエレクトのご来訪を歓迎いたし
ます。熊本地震から 7 年目を迎えます。3 ヶ

志賀重人

（親睦・スマイル担当委員

2,000 円

堀川ガバナーエレクトのご来訪ありがとうご
ざいます。

月で 100 回を超す地震の日々から、今日の復
興は想像できませんでした。あの年の 8 月、
高倉健の遺作「健さん」試写会上映を東南ロータリー会員全員の
力で開催しました。永野会長、福井幹事を中心に仮設住宅にチラ
シを配り、会場設営、弁当の手配、小畑会員のお陰でバスの送迎
も無事できました。益城、大津、西原村、阿蘇の被災者の方 250
名が集まり、京都から高倉健のマネージャー西村泰治さんと京都
消防の小川輝明さんが講演に来てくれました。翌年お二人とも黄

－２－

綬褒章を受章されています。京都川視聴からも祝辞を頂き、映画
上映後は皆さんに大変喜んで頂きました。この映画試写会は肥後
大津 RC の堀川会長や熊本りんどう RC の桂会長、菊南 RC の上
田ガバナー補佐にも協力いただき、東南ロータリー主催、肥後大
津 RC、熊本りんどう RC 共催で行われました。4 月 15 日、肥後

大津 RC50 周年記念式典がエアポートホテルで開催されます。私
と小畑会員が参加して御礼を伝えてきたいと思っています。被災
者の方々の熊本地震からの立ち直りにスマイルします。

公平さ Equity

インクルージョン（包摂）

RCの人頭分担金
2022-2023年度 71ドル（年間）

寛容性

RAC人頭分担金2022-2023年度
5ドル（大学）・8ドル（社会人）（年間）

すべての人が歓迎され、尊重され、大切
にされる環境をつくることに力を注いでい
ます。
インクルージョンを重んじることで、すべ
ての人が貢献でき、その価値が認められ
る環境をつくることができます。

公平にチャンスを与える。
参加者が力を発揮できるために必要なものは？
すべての参加者を尊重する環境。

【その他重点項目】

公式訪問予定

②2023/2/25(土)大分

■卓話（堀川貴史 ガバナーエレクト )
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④
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③

①
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①

⑤

ロータリーはつながりで溢れている

～友情いっぱいの仲間たちとなにかよい
ことをしましょう～

地区研修・協議会スケジュール
曜

時間

全体会

部門

済

2022年

日時
4月

3日

（日）

10:00～12:00

オンライン（Zoom）

幹事部会

済

2022年

4月

3日

（日）

13:30～15:30

熊本パレア・ハイブリッド

管理運営

済

2022年

4月

2日

（土）

13:00～15:00

オンライン（Zoom）

2022年

4月

23日

（土）

13:00～14:45

オンライン（Zoom）

2022年

4月

17日

（日）

10:00～12:00

オンライン（Zoom）

2022年

3月

26日

（土）

15:00～16:30

オンライン（Zoom）

社会奉仕

2022年

4月

23日

（土）

15:00～16:30

オンライン（Zoom）

国際奉仕

済

2022年

4月

10日

（日）

13:30～15:30

オンライン（Zoom）

青少年奉仕

済

2022年

3月

21日

（月・祝）

9:00～12:00

オンライン（Zoom）

公共イメージ
会員増強拡大

①2022－2023年度RI会長テーマ
②地区スローガンについて
③地区方針

第2720地
区

職業奉仕

『ロータリーはつながりで溢れて
いる』

済

開催場所・開催方法

備考

ロータリーの目的（旧「ロータリーの綱領」）
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むこと にある。具体的には、次の各項を奨励することにある。
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、
社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、
日々、奉仕の理念を実践すること。

ロータリー財団

2022年

4月

24日

（日）

13:30～15:30

オンライン（Zoom）

米山記念奨学会（大分）

2022年

4月

23日

（土）

9:00～12:00

ホルトホール大分・ハイブリッド

世話クラブ説明会含む

米山記念奨学会（熊本）

2022年

4月

24日

（日）

9:00～12:00

熊本パレア・ハイブリッド

世話クラブ説明会含む

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、
国際理解、親 善、平和を推進すること。

～友情いっぱいの仲間となにかよいことをしましょう～
令和4年4月13日（水） 熊本東南ロータリークラブ 卓話
ガバナーエレクト 堀川貴史（熊本南RC）

ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明

①2022-2023年度 RI会長テーマ

つながりを生かして協力関係を深め、
新たなパートナーシップを構築していく必要がある

ロータリーがインパクトをもたらしている
世界各地の活動を訪問

より大きな
インパクトをもたらす

参加者の
基盤を広げる

ロータリー
の
行動計画

「想像してください、私たちがベストを尽くせる世
界を。
私たちは毎朝目覚めるとき、
その世界に変化をもたらせると知っています。」

参加者の積極的
なかかわりを促す

変化を受け入れることは、新しいクラブのモデル
を受け入れること

115カ国
以上
1500人
以上

『ロータリーはつながりで溢れている』

・災害救援基金へのご寄付…個人
・地区財団活動資金の活用…地区
・災害救援補助金の申請…クラブ
・クラブ・地区による救援活動…地区、クラブ
・ロータリーによる救援活動…クラブ

年次基金目標
150 ドル/1人

あらゆる場面に適用

平和は「人」から始まると考えるロータリーは、平和フェローシップ（奨学金）を通じて、世界平和と開発
の担い手となる人材を育て、平和推進者の世界的ネットワークを築いています。
地区からの DDF寄贈、冠名指定寄付、恒久基金、WF（国際財団活動資金）からの 資金

～友情いっぱいの仲間となにかよいことをしましょう～

グローバル補助金
地区補助金
ポリオプラス

平和フェローシップ

平和フェローシッ
プ

奉仕の理想
【信頼できる仲間とよいことをする】

『ロータリーはつながりで溢れている』

ウクライナ危機へのロータリーの対応

適応力を高める

会員に奉仕する考え方、参加を促す、心地よさと配慮

②地区スローガンについて

ウクライナと世界の人びとにとって、痛ましく悲惨な状況となっています。
ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化と、人命の喪失および人道的苦難が深刻化している
ことを深く懸念しています。ウクライナに対する軍事行動が続けば、地域の荒廃を招くだけでな
く、欧州と世界にも悲惨な結果が広がる恐れがあります。
世界最大の人道支援団体の一つとして、ロータリーは「平和」を世界的使命の礎としてきました。
私たちは、国際社会とともに即座の停戦、ロシア軍の撤退、および対話を通じた対立解決のため
の外交努力の再開を求めます。
過去10年間、ウクライナ、ロシア、および近隣諸国のロータリークラブは、国の違いを超えて、
親善を推進し、戦争や暴力の被害者への支援を先導する平和構築プロジェクトに積極的に取り組
んできました。私たちは今、この悲劇的な出来事に直面しているウクライナのロータリー会員や
人びとのために祈ります。国際ロータリーは、救援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平和
をもたらすために全力を尽くします。
国際ロータリー
25-Feb-2022

「私たちには皆、夢があります。そのために行動するかどうかを決めるのは私たちです」
「それを実現させる責任は自分たちにある」
by ジェニファー・ジョーンズ

『豊かな人生』 『事業の繁栄』 『世界の平和』

皆様、想像してみてください

ロータリークラブは信頼できる仲間の集まり（会員同士の友情が基本）
（奉仕の理想に集いし友）

ロータリーの強力な人脈は、
それぞれのストーリーを一体化させ、
世界を変える力を持つ

『入りて学び、出でて奉仕せよ』
例会に集い、例会の場で、職業上の発想の交換を通じて、
分かち合いの精神による事業の永続性を学び、友情を深め、
自己改善を計り、その結果として奉仕の心が育まれてきます。
この例会における一連の活動のことを［親睦］と呼ぶのです。
例会で高められた奉仕の心を持って、それぞれの家庭、 職場、
地域社会に帰り、奉仕活動を実践します。
これが理想とされるロータリーライフです。
「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯にわたる友情
こそが、目的意識と熱意を生み出します」
（2022年1月20日 RI会長エレクト：ジェニファー・ジョーンズ）

ロータリーの目的（旧「ロータリーの綱領」）

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、

【地区方針】
◆地区戦略計画の継続と具現化
【その他重点項目】
・2720地区のやる気スイッチON
・新入会員の退会防止
・各クラブの例会サポート（出前セミナー）
・メディア対応のワンストップ化（公共イメージ）
・Zoomミーティング窓口（部門、各グループ）の開設
・休日は家庭生活に奉仕の理想を最大限適用

ロータリーの不思議な力

社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第2720地
区

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、
日々、奉仕の理念を実践すること。
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、
国際理解、親 善、平和を推進すること。

国際ロータリー第2720地区戦略計画

「友情いっぱいの仲間となにかよいことをしましょう」

ROTARY MAGIC

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

③地区方針

ロータリーはつながりであふれて
いる

ロータリーのつながりは世界を平和に導くということ
そして私たちは、ロータリアンであるということ

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むこと にある。具体的には、次の各項を奨励することにある。

（2021年7月～2024年6月）

地区ヴィジョン 若者と親しみ、ロータリー
を繋ごう
地区ヴィジョンでロータリーの行動計画を実
行しよう
2022-2023
①若者の中から世界で活躍できる、偉大な
ロータリアン（ローターアクターを含む）
を育てよう
（より大きなインパクトをもたらす）

②若者にロータリーの種を蒔こう
（参加者の基盤を広げる）

③若者にロータリーを親しんで貰おう
（参加者の積極的な関りを促す）

④柔軟なローターアクター、ロータリアン
を育てよう
（適応力を高める）

・財団補助金を使う奉仕事業にRAC、
IACを参加推進
・RAC補助金管理セミナー参加

2023-2024

2024～

・財団補助金の使用ルールを見直し、
RACも財団補助金を使用可能に

・RACによる補助
金
活用の奉仕事業

・ロータリーとは？伝え方、表現力強化。 ・ロータリー以外の方々が参加できる
・メディア活用の窓口のワンストップ化 奉仕活動を促進
・世界ポリオデー
・世界ポリオデー

・学友会、名簿整理、総会開催、RYLA
・RC・RAC・IAC合同奉仕事業
（世界ポリオデー）
・提唱RCとRACの職業・社会・国際奉
仕
委員会での連携促進

・RYLA参加者の多様性をはかる
・RC・RAC・IAC・学友会合同奉仕事業
（世界ポリオデー）
・地区委員へのRAC構成比を高める

・2022年規定審議会報告
・クラブ定款と細則を変更促進
・地区組織の再編
・クラブ運営の柔軟性を検討（若者対象） ・RACの位置づけ検討
のうえ、クラブ戦略計画立案推進
・クラブ運営の多様化推進
・地区組織見直し検討

・奉仕活動への参加者の
さらなる多様化
・世界ポリオデー

■点鐘

・多様な会員から構
成される新クラブ、
衛星クラブ、RACの
誕生

・RC、RAC地区運
営
の融合
・クラブの構成員の
多様化

地区クラブ活性化ワークショップ・RLI

D E I
多様性 Diversity

ロータリーは、年齢、民族、人種、肌の色、能力、
宗教、社会経済的地位、文化、性別、性的指向、
性自認への言及にかかわらず、あらゆる背景、
経験、アイデンティティをもつ人を歓迎します。

職業分類

－３－

（編集者

沼田敏雄 )

ウクライナへの救援物資を積んで真夜中に走るトラック
投稿日 : 4 月 11, 2022
寄稿者：セバスチアン・アダミ（クラーゲンフルト - ヴェルターゼー・
ローターアクトクラブ［オーストリア］会員）

集めた物資をトラッ
クに積む KlagenfurtWörthersee ローターアク
トクラブ（オーストリア）
のメンバー

1,100Km 以上、14 時間の運転を経て、やっと到着。その時の気持
ちは言葉に表せず、一生忘れないでしょう。とても感謝され、そ
れだけで心が満たされました。私たちはそこで荷物を下ろし、紛
争を逃れてきた人たち（主に女性と子ども）を乗せて帰ることに
同意しました。何時間もかけて避難してきた彼らは疲れきってい
ましたが、安全な場所に避難できることに安堵していました。
救援物資はそこからキーウ、ハリコフ、ジトーミルへと運ばれ、
私たちがオーストリアの地元に到着する前に、病院や避難所に届
けられた物資の写真や動画が送られてきました。
2 回目のミッション

ウクライナへの救援物資を積み、連
なって国境に向かうトラック

3 月 2 日の夕方、私は 6 カ国のローターアクト会員や仲間ととも
に、ポーランドとウクライナの国境近くに救援物資を届けるため、
トラック 5 台でオーストリアを出発しました。徹夜で走り続けま
したが、トラックを見た沿道の人たちが懐中電灯やそのほかのサ
インでエールを送ってくれたことに元気づけられました。トラッ
クにつけた国旗から、私たちが救援物資を運んでいることがわかっ
たのです。
この活動は、ロータリーのネットワークで実現しました。2 月 24
日のロシアによるウクライナ侵攻後、ウクライナから入ってくる
映像や写真を見て、私は慄然としました。そこには、家や所有物
すべてを失い、愛する人を亡くした人の姿が映し出されていまし
た。地下鉄やシェルターに避難する人、安全を求めて国外に避難
しようと押し寄せる人たちの姿を見るたびに、「自分も何かしなけ
れば」という気持ちが強まっていきました。クラーゲンフルト - ヴェ
ルターゼー・ローターアクトクラブの友人たちに連絡を取り、助
けたい一心でみんなが一体となりました。
すぐに、長年のクラブ会員であるイヴァナ・タディックさん、ク
ラブ会長のアンナ・ボイヒラーさんと一緒に募金キャンペーンを
立ち上げ、クラブのほかの仲間も積極的に支援してくれました。
家族や友人、同僚たちから、缶詰、水、寝袋、発電機、医療物資
などたくさんの物資が集まりましたが、それをどうやって届ける
かが問題でした。
このキャンペーンのために、私はキーウ出身の元同僚、アレッシ
ア・サシーナさんに連絡を取り、彼女も支援物資を集めているこ
とを知りました。私たちが集めた物資を自分たちの手でポーラン
ド・ウクライナ国境まで運ぶ、という考えが浮かんだのは、クラ
ブ会員のマックス・アイヒルゼーダーさんと話したときです。マッ
クスさんは、トラック数台を提供することを申し出てくれました。
ウクライナの友人たちと連絡を取り合い、ウクライナ名誉領事や
ローターアクトのネットワークの支援を得て、現地で何が必要と
されているかは知っていました。

最初のキャンペーンの成功を受け、3 月 15 日に 2 回目の物資配達
を行いました。再び現地の仲間と連絡を取り合い、何が最も必要
とされているかを聞きました。2 回目は、1 回目のときとは様子が
少し違っていました。国境に向かう路上では前より多くの活動が
行われており、ウクライナへの救援物資を積んだほかの車両集団
も見かけました。
この数週間を振り返り、短期間でこれだけ多くのことを成し遂げ
られたことを誇りに感じています。自分の人生に大きな影響を与
えた出来事でした。オーストリアからウクライナに物資を運んだ
車両集団は自分たちが初めてではないかもしれませんが、最初の
うちの一つではあったとは思います。躊躇することなく、できる
限りの支援をしました。ローターアクトとロータリーの人脈のお
かげで、必要とされているところに物資を届けることができまし
た。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ロータリー財団はウクライナ地域での直接的人道支援の窓口を
設置しました。ロータリー会員による人道的支援の最新情報
は、Twitter（英語）／ Twitter（日本語）、Facebook（英語）／
Facebook（日本語）、インスタグラム、LinkedIn、Rotary.org でご
覧ください。
ロータリーボイスより

国境に向かう
私たちは夜通し運転して翌朝に国境に到着。国境に近づくにつれ、
みんな無口になっていきました。自分たちがどんな状況に足を踏
み入れようとしているかを誰もが自覚していました。しかし、道
沿いの人たちからの励ましが心の支えとなりました。安全上の理
由から、現地の人とは国境通過地点よりも 1km 手前で会うことに
しました。

－４－

