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７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．新入会員卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊新入会員卓話―曽我部幸夫君
＊100 万㌦

第 1860 回

藤 本 範 行
青木 善 明

例会日

第 1861 回 平成 26 年 11 月 27 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

事

武 末 喜久治

例 会内 容

■会長の時間
会長 武末喜久治君
＊
みなさんこんにちは。
町議会議員選挙が終わ
りまして、幹事の青木君も
当選し、2 期目に入りまし
た。ますます頑張っていた
だきたいと思います。明日
は衆議院の解散というこ
とで、
12 月には衆議院議員
選挙と県知事選挙が行わ
れますが、慌ただしい師走
となりそうです。
1874 年（明治 7 年）征韓論に敗れた板垣退助らが民選
議員設立建白書を提出し 7 年後の 1881 年（明治 14 年）
国会を開設する旨の勅諭がでて、
さらに 8 年後の 1889 年
（明治 23 年）第 1 回衆議院議員選挙が実施されました。
ただし 25 歳以上の直接国税 15 円以上を納める男子に
限られていました。明治 30 年頃小学校の教員、お巡りさ
んの初任給が 8 円～9 円、1 人前の大工さんやベテラン
技術者で月 20 円位、国家公務員の給与が 50 円位だった
ようで、1 円が今の 2 万円から 2 万 5 千円位としたとき
30 万円から 40 万円の納税者に限られた限定選挙であり
ました。 以来直接税が 10 円、3 円と範囲が広がり大正

２F

2730 地区ガバナー

田中 俊實

中部分区ガバナー補佐
押川 弘巳
RI テーマ・第 2730 地区テーマ
『ロータリーに輝きを』
高鍋ロータリークラブテーマ
『クラブの活性化』
11 月の月間テーマ
ロータリー財団月間
次週例会案内；12 月 4 日（1862 回）
＊月初めのセレモニー
＊米山ランチ
＊雑誌紹介
＊会員卓話 ＊例会終了後理事会
14 年に税金の制限のない普通選挙となりましたが男子
のみというのは変わりませんでした。20 歳以上の男女全
てに選挙権が認められた完全普通選挙は昭和 20 年でし
た。第 1 回から 56 年後のことでした。私達が 1 票を得
るのにこれだけの年月がかかったことを思えばおろそか
にはできません。
日曜日には沖縄県知事選挙もあり、辺野古移設反対派
の翁長雄志（おながたけし）氏が移設容認の現職の仲井
真知事を破って当選しました。
沖縄には現在 39 の米軍施設があり、その土地面積は
日本にある米軍施設の 75％を占めていて、沖縄本島の面
積の 20％、全国土の 0.6％にあたります。また軍関係者
は 26000 人、家族を含め 51000 人が居住しています。
これは沖縄がアメリカの占領下にあったことと、1952
年に結ばれた日米安全保障条約が改訂され、本土の米軍
基地の多くが沖縄に移った結果です。1972 年に沖縄が日
本に返還された時も、本土の米軍基地は減らされました
が、沖縄の基地は縮小されず日本国内の米軍基地が沖縄
に集中する結果となりました。航空機の騒音や実弾演習
による山林火災、戦闘機・ヘリコプターの墜落事故、軍
人による事件など県民にとっては大きな不安を与えてい
ます。資料は以前のものですが、本土に復帰した 1972 年
から 1999 年までの在日米軍関係者の犯罪は 4653 件、う
ち殺人、強盗、放火、強姦等の凶悪犯罪は 523 件発生。
86 年から98 年の13 年間の沖縄県の資料によると全国の
米軍関係者の凶悪犯罪 129 件のうち 67 件 52％は沖縄で

発生しています。ここ 10 年ぐらいは減少傾向にはあり
ますが、それでも犯罪が多いのは確かです。一方でこれ
らのことを私達はどこか人ごとのように、思っていると
ころもあります。基地内で働くたちの給与や軍用地の使
用料、基地に住む人達やその家族の消費は 2000 億円を
超えるといわれ大きな収入源となっているのも事実です。
対中国への抑止力も必要で、かといって沖縄の人達ば
かりに負担をおしつけていいものなのか。考える必要も
あるのではないでしょうか。
犯罪に関していえば、アメリカが日本に派遣する兵士
の質を確認する事も大事だと思います。現に中国軍は中
国本土やチベットでは兵士の横暴が絶えないそうですが、
香港に駐留する中国軍は軽微なトラブルはあってもほと
んど不祥事を起こさないそうです。派遣される兵士はエ
リートが多く、香港で粗相を起こすなと、香港のルール
を叩き込んでいるそうです。外出も厳しく制限されてい
るそうで、沖縄にももう少し行儀のよい軍人を派遣して
くれれば、
沖縄の人達の心証も良くなるとおもいますが、
手遅れでしょうか。
本日は選挙に関わる雑談とさせていただきました。
■幹事報告＜文書案内＞
副幹事 福本幸良君
＊12 月のロータリーレート
1 ドル＝112 円
＊ガバナー公式訪問時の「私の
ロータリーモメント」発表者
の原稿送付願（〆切 12/20）
＊第 1 期ＲＬＩ-2730 パートⅢ
及び卒業コースの案内
日時 2015 年 1 月 25 日(日)
9：00～17：35
場所 メインホテル
登録料 6,000 円
＊会員情報書式年末年始の提出期限のお願い
■出席報告

出席委員長 長野孝吉君

出席状況（11/20）
会
員
数
46 名
出席会員数
41 名
ホーム出席率
89.13％
前々回修正出席率 84.78％

☆外部卓話

東児湯消防組合消防署
消防司令 山口 賢一 様

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 坂田師通君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
青木善明君 ご支援ありがとう
ございました。引き続き町政
発展の為最善を尽くして参り
たいと思います。
平山英俊君 ヒヤヒヤでした。
青木君の再就職をお祝い申し
上げます。これからも町民の
ためその職業奉仕に頑張って下さい。
桑野倫夫君 本日は山口消防司令をお迎えして。ご講話
よろしくお願い致します。
藤本範行君 消防署の山口様をお迎えして。本日の卓話
を楽しみにしています。出席委員会の皆さん 100％出
席に向けてご苦労様でした。次回頑張りましょう。
木浦亨英君 出席委員会の皆様なかなか例会に出席で
きず申し訳ございませんでした。
長谷川修身君 先週は出席できずにすみませんでした。
結婚記念祝いのお返しとして。
坂田師通君 青木君おめでとうございます。
野添勝久君 バタバタしてますがやっと出席できました。
バースデーのお茶頂きました。有難うございました。
清水一彦君 11 月 9 日、初孫が誕生しました。
名前は清水廉之助です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 月の例会案内
月初めのセレモニー
米山ランチ
雑誌紹介
会員卓話
理事会
12/11 年次総会
クラブ協議会（半期報告）
12/18 クラブ協議会（半期報告）
12/25 特別休会

社会奉仕委員長 長谷川君

会長エレクト 藤本君

12/4

共同募金街頭募金協力のお願い
日時 2014 年 11 月 27 日（木）
ホテル泉屋集合 15：00
場所 くらし館
15：30～16：30

