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熊本南ローターアクトクラブ 会員募集中です。よろしくお願いします！

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.観月会

10/20 全国ロータリー囲碁大会
10/26 市域会長・幹事会＠ニュースカイ
11/21 中央ＲＣゴルフコンペ
＠チサンカントリークラブ御船

熊本第 4 分区は以下の 6 クラブで構成されております。（熊
本南ＲＣ／熊本江南ＲＣ／熊本西南ＲＣ／熊本西ＲＣ／熊
本中央ＲＣ／熊本西稜ＲＣ） 以上会長報告です。

幹事報告（漆島典和君）
会長報告（浅山弘康君）
本年度 9 回目、通算 2537 回目の例会です。本日の来訪者は熊
本西南ロータリークラブの吉居謙二さんと古閑修さんです。歓迎
を申し上げます。卓話は熊本南ローターアクトクラブ会長 廣瀬祐
樹さん、幹事 山田佳澄さん、会計 宮成恵子さん、クラブ奉仕 金
森雄気さんと冨永藍香さん、社会奉仕 亀田秀和さん、環境委員
の松崎航さんにお願いを致しました。よろしくお願い致します。そ
れでは会長報告を申し上げます。先日 9 月 4 日、杉田会員の内
閣総理大臣表彰のお祝いには多数ご参加頂き眞にありがとうござ
いました。報告ですが、8 月 29 日熊本第 4 分区の会長幹事会が
行われ、漆島幹事と出席を致しました。熊本第 4 分区のガバナー
補佐は現在、熊本中央ロータリークラブの下川さんがなさっておら

１．直前ガバナー本田光曠様より
昨年度のお礼状の送付
２．熊本県暮らしの安全推進課より
熊本県青少年健全育成県民フォーラムの開催のご案
内
３．日韓親善委員会より
第11回日韓親善会議ご協力お礼状の送付
４．ＲＩ事務局より
第11回ロータリー全国囲碁大会のご案内
５．ガバナー事務所より
ガバナー事務所統合のお知らせ
６．熊本県暴力追放運動推進センターより
暴追速報の送付
７．ロータリーの友事務局より
ロータリーの友英語版のご案内

れます。下川ガバナー補佐より、今年度も分区のＩＭ（インターシ
ティ・ミーティング）を行うよう岡村ガバナー方針が出ているというこ

例会変更のお知らせ

との報告があり、以下の内容の確認を行いました。

○菊池ＲＣ～奉仕作業の為日時・場所変更
[変更前] ９月２０日（木）
[変更後] ９月１６日（日）
[場 所] 鞍岳山付近
○東南ＲＣ～姉妹クラブ歓迎例会の為時間・場所変更
[変更前] ９月２６日（水）１２：３０～
[変更後] ９月２６日（水）１８：３０～
[場 所] 「和食 仲むら」

・時期は 2013 年 2 月を予定
・テーマは「楽しいクラブ活動を」 会員家族も参加
・昨年度は 6 月に熊本第 3・4 分区合同で開催したが今年度は単
独開催
・主管は下川ガバナー補佐所属の熊本中央ロータリークラブ
また、来年度のガバナー補佐は熊本西ロータリークラブより出す。

○水前寺公園 RC～観月会の為場所変更
[日 時] ９月２６日（水）１８：３０～
[場 所] 「城見櫓」
○平成ＲＣ～観月会及び歓迎会の為時間変更
[変更前] ９月２６日（水）１２：３０～
[変更後] ９月２６日（水）１８：００～
○菊池ＲＣ～観月会の為時間・場所変更
[変更前] ９月２７日（木）１２：３０～
[変更後] ９月２７日（木）１８：００～
[場 所] 「笹乃家」
○城東ＲＣ～観月会の為時間・場所変更
[変更前] １０月１日（月）１２：３０～
[変更後] １０月１日（月）１８：３０～
[場 所] 「江藤ボートハウス」
○福祉ＲＣ～ガバナー公式訪問の為日時・場所変更
[変更前] １０月２日（火）１２：３０～
[変更後] １０月４日（木）１８：００～
[場 所] エミナース
○菊南ＲＣ～ガバナー公式訪問の為日時・場所変更
[変更前] １０月３日（水）１２：３０～
[変更後] １０月４日（木）１８：００～
[場 所] エミナース
○菊池ＲＣ～ガバナー公式訪問の為日時・場所変更
[変更前] １０月４日（木）１２：３０～
[変更後] １０月４日（木）１８：００～
[場 所] エミナース
○東南ＲＣ～職場訪問の為場所変更
[日 時] １０月１７日（水）１２：３０～
[場 所] 熊本製粉㈱メガソーラー建設現場
○福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日 時] １０月３０日（火）１２：３０～
○菊南ＲＣ～定款に基づき休会
[日 時] １０月３１日（水）１２：３０～
○グリーンＲＣ～観月会の為場所変更
[日 時] １０月１日（月）１８：３０～
[場 所] 料亭「田吾作」
○東ＲＣ～親睦会の為日時・場所変更
[変更前] １０月２日（火）１２：３０～
[変更後] １０月６日（土）１８：３０～
[場 所] 「廣徳寺」

委員会報告
●雑誌委員会（瀬尾広夫君）
「ロータリーの友」９月号のご紹介をさせていただきます。まず、横
書きのページをお開き下さい。今月は、新世代のための月間です。
１ページは、「ロータリーの未来を支える新世代奉仕」と題しての田
中 RI 会長メッセージです。「ローターアクトや青少年交換などのロ
ータリー青少年プログラムは新世代奉仕の非常に重要な部分を占
める。そして、青少年は、未来のリーダーである。若いリーダーを育
成し、新会員として迎え入れえることによって、私たちは、地域社会
をより良くし、ロータリーの未来を確かなものに出来る。」と述べられ
ています。そして、「新世代奉仕は、ロータリーの未来を支え、超我
の奉仕において重要な一歩なのだ。」と結んでいます。
５ページから１３ページまでは、新世代のための月間特集記事で
す。「新世代は未来のリーダー」と題して、全国のロータリークラブに
よる新世代のための活動が紹介されています。ネパールの小学校
支援や教室増設。カンボジアの小学校への図書寄贈。ラオスの小
学校への文房具寄贈。日本国内に向けには、郷土の偉人の歴史
漫画の制作と小学生への配布。中学生対象の出前講座。等々。国
内外の小学校支援、人生の指針のきっかけになる場の提供など多
くの事例が紹介されています。一読をお願いします。本日は、ロー
タリーアクトの皆さんも出席されています。アクトの例会は第１、第３
木曜日の２０時からとなっています。是非、参加されて、育成の視点
でコミュニケーションをとられるのも如何でしょうか。
２４ページから２５ページには、「心に残るロータリーの体験」に関
する投稿記事が掲載されています。東日本大震災での全国のロー
タリアンからの支援に対して感謝とロータリーに入会していて良かっ
たとのメッセージなどが掲載されています。
次に縦書きのページです。これまで、講演要旨記事のご紹介を
して参りましたが、今回は、投稿記事をご紹介いたします。１０ペー
ジから１１ページは、「卓話の泉」です。１０ページ下段に「耳、鼻、
喉の老化」をテーマに注意点や対応策が簡潔にまとめられていま
す。たとえば、老化による難聴では、音は聞こえているが言葉の意
味が分かりにくいのが特徴です。これは、さ行、た行、パ行などを聞
き取るのに高音部が重要な役割を果たしているからだそうです。鼻
の老化では、食事中や朝起きがけに鼻水が出る症状も老化と共に
強くなるそうです。これは、温度や湿度の変化で鼻水が出る反射が、
老化すると過敏になるからだそうです。次に、味覚の老化、ビタミン

出席報告（現王園敏伸君）

不足や血中の亜鉛濃度が低くなると、味覚障害を引き起こすことが
あるそうです。カキやゴマなど亜鉛が多く含まれる食材をとれば良
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前々回（８/２７）
修正出席率

６１名

４７名

82.46％

８４．２１％

いそうです。また、独居老人が一人で食事をしているとおいしく感じ
なくなると言われており、みんなでワイワイ食事をすることの大切さ

欠席記録免除者 0名

が重要視されているそうです。その他にも喉や声の老化についても
解説されていますので、気になる方もそうでない方も、是非一読願

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

います。
老化に関する記事に続いて、２２ページは、「男性の更年期障

０名（会員数には含まれません）

害」についてです。最近、私自身、このような記事にパッと目が行く
ようになってしまいました。男性の更年期障害は、だるさ、気力のな

新入会員自己紹介(２回目)

さ、集中力の低下、不安神経症、頻尿、残尿感、排せつ障害など、
４０～６０代の働き盛りの世代に起こる症状だそうです。男性ホルモ

吉行邦夫君
(株)損害保険ジャパン熊本支店

ンの減少が原因で、減少の原因は、加齢、ストレスだそうです。医
師に相談することを進められていますが、バランスの取れた食事で

支店長
推薦者 齊藤直信君・赤澤 剛君

栄養を十分に取るなど、食生活の見直しも必要だそうです。その第
一が、老化の記事で紹介しました、「亜鉛」で、亜鉛はホルモンバラ

誕生日 S36年4月5日 （51歳）
趣味 旅行、食べ歩き、読書

ンスを整える働きが有るそうです。亜鉛の含まれる食材を列挙しま
すと、カキ、うなぎ、牛のもも肉、チーズ、レバー、卵黄、大豆、納豆、
きな粉、そば、そして胡麻などです。食生活の見直しと言われても、
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居酒屋に行けばほとんど全てがメニューにあります。食べれます。

つい先頃パキスタンとインドの関係悪化の時期にカシミール地区大

「亜鉛を含む食材でホルモンバランスを整えて、ますます元気で行
きましょう。」

会のパキスタンの RI 会長代理をインドが了承したお話で最後は小
沢さんの娘さんが韓国の青年と交際、今の時期だからこそ、と結婚

２６ページには、本日ビジターでお見えの熊本西南ロータリーク
ラブによります「日韓協同の奉仕事業」に関する記事も掲載されて

を許したお話のあと乾杯。

います。是非一読お願いいたします。まだまだ沢山ご紹介したい記
事がありますが、時間の関係で割愛させていただきます。以上で報

のエールを。と腹に響くあの音に勇気をかきたてられました。9 時 30

告を終わります。

分田中作次 RI 会長講演「奉仕を通じて平和を」今月世界のガバナ

9 月 1 日 9 時、オープニングは和太鼓で被災地に送ろう心から

ーに伝えたものでロータリーの現況報告です。ロータリーは国際人

●親睦活動委員会（三角雄介君）

道組織です。ご自分の職業を通じ、ボランティアの奉仕などです。

ゴルフコンペの案内（９/１４ あつまるレークカントリークラブ）

最重要項目はポリオです。インドが 0 になったことはポリオ撲滅に対

観月会の案内

しロータリアン皆様自信を持ちました。我々は 25 年以上ポリオ撲滅
への努力を続けて参りました。今この活動を止めると 10 年間で

パストガバナー報告（寿崎肇君）

1000 万件発症すると言われます。ロータリーは相手を喜ばせること

8 月 31 日 14 時 30 分 ロータリー旗、両国旗入場、大会役員入

が、自分が喜ぶことです。平和は単なる言葉ではなく、奉仕をする

場、田中作次 RI 会長ご夫妻入場。開会点鐘後東日本大震災物故

ことで平和になります。私はロータリーに入会して多くのことを学び

者への黙祷。日本韓国両国歌斉唱、ロータリーソング ROTARY 斉

ました。私は貧しい時代を過ごしました。奉仕は地域の人々の幸福

唱。気になっております、日韓関係をロータリアンはどのように捉え

を招きます。そして仕事に対する考えが変わりました。私は貧困と

ておるか。最初来賓紹介をなさった実行委員長市川氏のお話。本

戦争と平和を体験してきました。

日は田中 RI 会長ご夫妻と韓国の李東建元 RI 会長ご参加のお礼。

10 時特別講演「世界の人々のために」JICA 前理事長緒方貞子

昔フランスとドイツは戦後ずっと悪い仲でしたがロータリアンの努力

先生ロータリーのお招きですので喜んで参上いたしました。私は 60

で戦後の平和を取り戻しました。RI の究極の目的は平和です、と。

年前ロータリー国際親善奨学生として渡米しました。それから国連

韓国の韓日委員長蔡熙兼氏のお話は、11 回を迎えたこの会議

に 8 年間高等弁務官。弱者の側から。戦争の弱者。貧困の弱者側

は 30 年前韓国ソウルが第 1 回で 2 年ごとに行われ、昨年は東日本

です。今中国、韓国との協力関係はどうあるべきか。日本人は国際

大震災で本日になりました。30 年前に当時 RI 会長が「ロータリーを

人への議論を行い、実践すべき時です。国際人とは多様性を把握

通じてアジアの理解と平和」をテーマにお話をなさいました。我々

できるか。この点韓国は進んでいます。ロータリーで多様性を通じ

は政治に関係なくお互いを理解することが平和への道であると信じ

国際人になって下さい。質問の方で我が 2720 地区岡村泰岳ガバ

ます。韓国の方のお考えなのかと思いました。

ナーが多様性について説明をお願い致しました。答日本人の最も

続いて田中作次 RI 会長のお話は、エバンストン（RI 本部）に 2 週

苦手とするところです。企業の採用の仕方を変える。学校のやり方

間、アフリカを 3 週間まわりました。すべて友情で克服できることでし

を変える。ロータリーももう少し勉強しては如何かと。私としては分か

た。ロータリアンは親善と友情から始まります。もっともっと奉仕につ

ったような分からないような答えでした。

いて話し合って下さい。RI 会長ノミニーが台湾の方に決まりました。

12 時 10 分講演「国境なき韓国日本へ」元米山奨学生（女性）洪

と。

延周氏。大変お上手な日本語でお話をされました。奉仕も、笑顔も、

李東建元 RI 会長のお話。ポリオ撲滅へ全力の時、2600 年の仏

こちらのしたことが。相手から受け取る事になります。私たち不完全

教が中国から韓国へ、そして日本へ。ロータリーは日本を通じて韓

な人間、お互いが支えあう、相手を尊重することが自分を成長させ

国へロータリーの奉仕活動を日本に学べ。日本のロータリークラブ

ること。愛を受けた人は愛を相手に。韓国と日本は近い国だけでな

との姉妹締結を今の 2 倍にしよう。（現在姉妹クラブ１７１RC。昨日ま

く心も近い韓国人と日本人です。私は両親から日本で学べることは

での希望２９RC。今日懇親会で１０RC 以上の申し出有）

よく学べと言われました。人と人との関係をよくすることは、政治では

特別公演は山東昭子参議院議員テーマは「これからの両国の

考えられない。1 人 1 人の交流が大切、これが強く結ばれることにな

絆」。38 年前政治の道へ。稲山新日鉄社長は「お互いの国の言葉

ります。お話を聞きながら大学教授の講義のように感じました。

を理解しあうことが大切」と強調。2001 年新大久保駅でホームに落

12 時 30 分昼食。13 時 30 分講演「ロータリーの現況と韓日親善」

ちた日本人を救おうと韓国の学生が亡くなりました。日本国民皆さ

蔡韓日親善委員長。関東大震災の時の RI からの義援金 8 万 4 千

ん感動、私も感謝し感動致しました。その後遺族の方が皇居に招

ドル 90 年前のお金です。1965 年韓国と日本国交正常化、中国で

かれ皇后陛下からお礼の言葉がありました。日本と韓国のロータリ

のロータリーの設立は一党独裁では駄目でした。中国がロータリー

アン、親善は不動のもの、私もロータリアンの一員として努力します。

に加盟しますとアジア圏のロータリアンは世界の５０％の会員数に

と。

なるでしょう。世界で女性会員１５％韓国１３％日本４～５％。

晩餐会のエンターテインメントに尺八と横笛で東北地方の民謡の

大変長くなりました。ロータリーに政治は持ち込まない。と言う原

演奏がありました。尺八とはこんなにも出来るものかと隣の方と話し

則のあることが分かりました。

ました。挨拶は両国の方ですが韓国の方はロータリアンは政治に
関係なく親睦と平和です。と。乾杯の挨拶の小沢一彦元 RI 理事は、
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スマイルボックス（坂本研一君）

卓話（玉田光識君）

○浅山弘康君・中川順一君・漆島典和君

熊本南ローターアクトクラブ

本日の卓話者熊本南 RAC 様に心から感謝します。当クラブへの

「研修会の報告と今年度の活動について」

来訪者熊本西南 RC の古閑修様、吉居謙二様を歓迎致します。
○今村浩昭君・野口泰則君・田川憲生君
西南ロータリーの吉居様、古閑様のご来訪にスマイル致します。
古閑様にはタイのチェンライでっ大変お世話になりました。
○濱田定勝君
熊本西南クラブの吉居様のご来訪を心より歓迎致しスマイル致し
ます。
○寿崎肇君
昨日 9 月 9 日阿蘇アクトの森の清掃に参加させて頂きました。久
しぶりに鎌を使って汗を流しました。塩井会員はさすがプロでし

熊本南 RAC 廣瀬祐樹会長

た。アクトの森の清掃で若いアクターの作業を見ながら「奉仕と
は苦楽を共にする親睦」だなと思いました。
○渡邉秀章君・堀川貴史君・吉原コウイチ君・渕田俊郎君
ローターアクトの皆さんの来訪を心から歓迎します。これまでのロ
ーターアクトの活動や今年度の活動計画などをアピール頂き、
私たちにお手伝いしてほしいことをバンバン要望して下さい。お
互い切磋琢磨して共に成長していきましょう。
○塩井泰明君
前日アクトの森で汗をかいて共に働いたローターアクトの皆様を
心より歓迎致します。
○原 裕一君
広瀬会長率いるローターアクトの皆様ご来訪ありがとうございま
す！！楽しみにしておりましたが所用のため早退します。また例
会に遊びに行きますね！！
○赤澤 剛君・坂本幸樹君・井上雅文君・三角雄介君・塩井泰明君

回、卓話の時間を頂きローターアクトクラブより「年間の活動計画・

杉田様、内閣総理大臣表彰の受賞おめでとうございました。祝

方針」「ローターアクト研修会」「メンバー紹介」の３つについてお話

賀会当日は所用のため参加できませんでした。申し訳ございま

をさせて頂きました。来年の 30 周年に向けて、廣瀬会長を中心に

せんでした。益々お健やかに過ごされますことをお祈り申し上げ

会員の募集や楽しい例会づくりを行っております。

ます。長生きして下さい！！

ロータリークラブの方々が毎回アクトの例会へ足を運んで頂けるよう

○木村弘訓君

な活気のあるクラブを作っていきたいと思いますので、今後ともご協

明日 RKK にて 9 時 25 分から 30 分間バドミントン中学生大会が

力宜しくお願いいたします。

浅山会長のご尽力で放映されます。感謝してスマイルします。必
ず見て下さい。
○園田修司君
今日は所用のため早退致しますのでお詫びのスマイルです。加
えて今週のゴルフも残念ながら出席できません。尻に敷かれて
出れないわけではないです。
○杉田辰彦君 Ⅹ

【例会予定】

9 月 4 日の祝賀会には大変お世

１０月１日（月） 外部卓話 松藤陽子様

話になりました。南クラブの友情

（阿蘇白水郷美術館 館長）

の深さに改めて感謝申し上げスマ

１０月８日（月) 祝日に付き休会

イル致します。

１０月１５日(月) 米山奨学生卓話 ブ・チェン・ゴク君
１０月２２日(月) 外部卓話 濱田龍郎様
（九州ラーメン党理事長）
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