
 
 

 

 

 

 

第３６回例会記録(通算第 2564 回)  

平成 25（2013）年５月２０日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

アスリートクラブ熊本 代表取締役社長 池谷友良様 

八代 RC 和久田数臣様 

米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君 

 

 

 

 

「出前授業」は希望する大学、高校に講演を行うもの

で昨年は約 20 校 2,500 人の方に受講いただきました。 

講師陣は経営者協会の経営者、人事責任者等の 38 人で

構成しています。 

また、すべてボランティアとして行っております。 

目的は重複しますが 1 人でも多くの学生に熊本に残っ

てもらうための活動です。 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

1. 2013-14 年度週報ファイルの注文を回覧します。必要

の方は「○」をご記入ください。 

2. 5/24は事務局員所用の為、終日不在します。よろしくお

願い致します。 

3. 5/27例会は定款に基づき休会です。 

  ご注意下さい。 

 

会長報告（浅山弘康君） 

熊本県経営者協会は昭和 22 年にその当時、激しかっ

た組合運動に対抗しＧＨＱの指導の下、設立された団

体です。 

現在は組合に対する団体としての役割は薄れ、組合

とも課題によっては一緒に取り組む姿勢です。 

また、現在、人事、労務の専管団体として経営者協会

が、取り組んでおりますのは一人でも多くの学生に熊

本に残ってもらおうとの活動です。 

熊本で就職したい学生も県内に希望する企業がない

ということで県外へ、その反面、地場企業では特に理

系学生の人材がほしいけどなかなか残ってくれないな

どのミスマッチが起こっております。 

そこで熊本の企業、仕事を知ってもらうことを目的

に「仕事塾」「出前授業」の名称で活動を行っておりま

す。 

「仕事塾」とは熊本学園大学、崇城大学の 2,3 年生対

象に集中講座を設けているものです。 

 

 

ポリオ撲滅まであと少し。今、私たちにできることはー（ロータリーの友 5 月号 P5～17）  

 

 

 

 

21） 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会員卓話 三角雄介会員 

  

        

  
 

６/３ 年祝い＠代継宮＆新茶家 

６/１５．１６ 第２８回地区 RAC 研修会 

＠アークホテル 

６/２６ 熊本第４グループ会長・幹事・ガ

バナー補佐会＠おく村 
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出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

５９名 ３９名 72.22％ 85.71％ 

出席規定適用免除者 ７名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～年祝の為場所変更 

[日  程] ６月１０日（月） 

[場  所] おく村 

 

○江南 RC～年祝の為場所変更 

[日  程] ６月１２日（水） 

[場  所] マリーグレイス 

 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２６日（水） 

 

 

5/20定例理事会報告 

①クールビズの実施について 

6月より実施決定。 

②事務局パソコンの買い替えについて 

 承認されました。 

③米山奨学生について 

 RACに入会する。ただし、入会金免除。 

 会費は三分の一を負担することが承認されました。 

 

 

次年度幹事報告 

(今村浩昭君) 

短期青少年交換事業(受入)についてご報告します。 

本年３月２7 日、塚本元会長、鈴木元会長、野口会長エ

レクト、今村にて台北を訪れ、台北大同扶輪社との間で

姉妹クラブ協議会を開催しました。 そして、本年度は、

短期青少年交換留学生の受け入れを 2013 年 8 月に 5 名

程度実施しましょう、という話をしてまいりました。 

さっそく、大同扶輪社より、8 月 3 日(土）から 8 月 8

日(木)の日程で 5名程度参りたいという連絡がありまし

たので、急遽この場を借りてご案内差し上げると共に、

ホスト・ファミリーのお願いをいたしたいと思います。 

8 月まで 3 ヶ月を切りました。手順・順番が間違えてい

る際はご容赦願います。 

 

 

牛深ロータリークラブ創立50周年記念式典のご報告 

(寿崎肇パストガバナー) 

5月19日に行われました、牛深 RC50周年記念式典に

参加して参りました。熊本市域クラブからの参加が少

なかったようで、少々残念でした。機会がございまし

たら皆さんも是非参加されてください。 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（髙宮 宏君） 

まず、縦書きの5ページの運命―インドでポリオ撲滅に

取り込むという記事が出ています。内容は、第2830地区弘

前ロータリークラブの関場慶博ドクターが、ポリオ撲滅に

2001年から自らインドニューデリーに、同地区より22名のメ

ンバーと共に訪問され、その11年間、全国予防接種日に

インドを訪れ、ワクチン投与活動を実施、特に本年は、一

軒一軒の家を訪問してワクチンを投与するという初体験を

されたと記載されています。そして、このロータリーの奉仕

も残すところあと一年となりましたが、来年ポリオのないイ

ンドを祝う計画があるとのことです。 

10ページから１７ページまでは「ポリオの第二幕」という

記事です。この本文は「The Rotarian」2010年9月号に記

載されたものを「ロータリーの友」2010年11号に転載され

たのですが、東大阪みどりロータリークラブ（第660地区）よ

り翻訳の間違いの指摘があり、今回改めて外科医の協力

を頂き再掲載されて記事です。中身は、かなり専門的な

内容ですが、ポリオ後遺症がよく理解できると思います。 

22ページから23ページでは、東日本大震災のその後の

復興の様子が出ています。 

27ページに私共の第2720地区の岡村ガバナーの「新

世代育成に情熱をもって」という見出しで、第25回全国ロ

ーターアクト研修会の開催で、全国から1000名のロータリ

アン・ローターアクトが参加、熱心な意見交換会が行われ、

感動の大会があったと述べられています。全国・全世界の

ロータリーには新世代の育成に情熱を！！ 

37ページから44ページまで、RIの指定記事として「奉仕

を通じて平和を」築くロータリアンのためのガイドが記載さ

れています。まず、田中 RI会長の話が出ています。又、ロ

ータリーより平和フェロー候補者（奨学生）を見つけるため

に、4つの方法が記載されています。 

①クラブ会員の教育 

②情熱を広める 

③地域の協力団体に向けて宣伝する 

④ソーシャル・メディア（フェイスブック・リンクトイン・ツイッ

ターなど）を活用する 

尚、フェローシップの申請者の締切は 7月 1日です。 
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 次に横書きの方に移ります。2ページから第2620地区の

地区大会記念講演の「国境を越えた強固な信頼関係の

構築」という前上智大学学長 石沢良昭先生の記事と、7

ページからの志木ロータリークラブ内田会員の記事は、興

味のある方は読んで下さい。 

 11 ページの話の泉の中の前橋ロータリークラブ会員の

レストラン経営の作能さんの「体に良い食事の取り方」を紹

介します。まず、バランスよく食べる（栄養素をよく知る事）。

第 2 に、朝は新鮮な野菜と果物ジュースでミネラル、酵素、

ビタミンを補充（低カロリー）。第 3 に、昼は夜の食事を想

定し、不足しそうなものを重点的に食べる。④は、夜の食

事が血液と体をつくるという意識で適切な夕食を（夜 9 時

までに終える）。⑤は、食べる順番が大切。⑥野菜を摂取

する。⑦大豆・豆腐などの植物性タンパク質と、良質な動

物性タンパク質を取る。以下、⑧～⑫と続きます。時間の

都合上、続きは読んで下さい。 

 16 ページの友愛の広場の中で、長野県の飯田南ロータ

リークラブ中島会員の「こんなロータリアンもいるのです」と

いう記事の中で、この方はホームクラブ 100%を入会して 25

年間続けたとのことです。これは大変なことで、メークアッ

プしても、25 年間 100%は難しいことであります。ぜひこの

記事を出席率向上につなげて頂きたいと思います。 

 

 

●社会奉仕委員会（赤澤 剛君） 

６/２  家族清掃活動のご案内 

１０：００～2時間程子飼商店街の一斉清掃 

（その後懇親会です） 

 

 

●スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・漆島典和君・吉永彰一君 

本日の卓話者、ロアッソ熊本の池谷友良様に心から感謝

します。 

また、当クラブへの来訪者、八代 RC の和久田数臣様・米

山奨学生のンダギジマナ・ジャスティン君を歓迎します。 

 

○渕田俊郎君・古財良一君 

本日の卓話者、池谷様の卓話を楽しみにしております。 

 

○田川憲生君   

ミスターロアッソの池谷社長、ご来訪ありがとうございます。

県民運動の先頭に立って引っ張って下さい。ご活躍楽し

みにしています！ 

 

○坂本研一君   Ⅵ 

荒くれ者達を抑え引っ張る、池谷社長の卓話楽しみにし

ています。また、2 週間連続でお休みしました。誠に申し

訳ございませんでした。代わりに三角雄介会員にお世話

になったらしく、ありがとうございました。結婚スマイルも合

わせましてお礼申し上げます。 

 

○渡邉秀章君 

先日、アメフトをやっている息子がコーチをしている高校

のチームの公式戦がありました。急きょ監督が欠席となり、

監督代行としてチームを率いて心配しましたが、16対 3で

勝利し、地区 3 位となりました。久しぶりの親ばかスマイル

です。 

 

○塚本 侃君   

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

 

外部卓話（渡邉秀章君） 

絆 With us ～180 万馬力～ 

池谷友良様（アスリートクラブ熊本 代表取締役社長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地元に根ざしたスポーツ文化の発展を目指す絆をテ

ーマにプロサッカーチーム「ロアッソ熊本」の管理・運

営を行っている。 

投げ出して逃げることだけはしたくなかった。池谷代表

は JFL の１年目を振り返ってそう語る。最終戦終了後に

サポーターから突きつけられた言葉は、「いらない」─

──ただそのコールだけだった。自身の頑張りがサポー

ターに伝わっていないことに心を砕かれそうになった。

しかしそこで家族の存在に支えられ、踏みとどまること

が出来たのである。現在の目標は、J１に参入できるク

ラブチームを育てることである。これは技術面のみを指

したものではない。バラバラだったチーム、サポーター

間をつなぐのも大切なミッションの１つである。池谷代

表はそれらを含めて J１に参入するための基盤と位置づ

け、様々な取り組みを開始している。このように強い意

志を貫き通せるのは、同じ様に夢をもち戦ってくれる社

員たちのおかげである。 

「３万人を動員するスタジアムをクラブカラーの赤で

染めたい」 

代表はそう語る。そして満員のスタジアムでの熱気を、

サポーターや選手とともに味わいたい。夢は大きく希望
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に満ちあふれている。地域の人々と一体となったチーム

作りを目指すため、池谷代表は今日もピッチで戦い続け

る。          （ロアッソ熊本公式 HP より） 

 

2013 クラブスローガン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池谷社長が影響を受けたと語る格言 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■□■ 浅山会長年度 ゴルフ愛好会コンペ ■□■ 

201３年５月２５日（土） 

熊本空港カントリークラブ 

＊4位以下のお名前はご名誉のため省略致します。 

 

 

 

【例会予定】 

6/10 会員卓話 渡邉秀章会員 

6/17 常任委員長退任挨拶 

6/24 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

【RAC・IACの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：６月２日（日）１０：００～ 

場所：子飼商店街周辺 

内容：家族清掃 

 

日時：６月２０日（木）２０：００～ 

場所：西部ガス 

内容：1年間を振り返って 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日） 

日時：６月２日（日）１０：００～ 

場所：子飼商店街周辺 

内容：家族清掃 

 

日時：６月１９日（水）２０：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合

や生徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合も

あります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。 

  

 

順

位 

  アウト イン グロス ﾊﾝﾃﾞｨ ﾈｯﾄ 

1 ☆三角雄介☆ 46 40 86 14.4 71.6 

2 髙宮 宏 50 50 100 26.4 73.6 

3 坂本研一 49 52 101 26.4 74.6 

4   55 48 103 27.6 75.4 

5   57 55 112 36.0 76.0 

6  47 49 96 18.0 78.0 

7   63 52 115 36.0 79.0 


