第４０回例会記録(通算第 2568 回)
平成 25（2013）年６月２４日
2012-13 年度浅山会長・漆島幹事・吉永・古財両副幹事、一年間お疲れ様でした！

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

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.会長・副会長・幹事就任挨拶

７/２２ 2013-14 年度第１回市域 RC 会
長・幹事会＠ホテル日航熊本
７/２７-２８ 第２９回（2013-14 年度）IAC
年次大会＠荒尾

東京西 RC 高丸 慶様
松尾 富美様（ご友人）
松本 梨江様（ご友人）
米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君

1913 年、藤田は日本に妻を残し単身渡仏。ピカソ、モ
ディリアーニ、キスリングらと交友を深めながら独自
会長報告（浅山弘康君）
2012～2013 年度、最後の例会報告となります。

の作風を確立、エコール・ド・パリの寵児として脚光
を浴びました。

一年間、大変お世話様になり、ありがとうございまし

また、葛飾北斎とともに海外で最も有名な日本人画家

た。

といわれるほどです。

会社のＰＲになり、恐縮ですが、
「レオナール・フジタ

本展は渡仏 100 年を記念した藤田の黄金期の作品群を

とパリ」展をＰＲさせていただき、会長報告といたし

中心に、モディリアーニ、キスリングの作品と合わせ

ます。なお、内容は熊日新聞掲載の記事をもって説明

て約 120 点を展示します。

といたします。

是非、展覧会に足をお運びいただければ幸いです。

熊本ゆかりの洋画家で、パリを拠点に活躍しました藤
田嗣治の作品を紹介する「レオナール・フジタとパリ
芸術の都に愛された画家」展が 7/2～8/25 まで県立美

幹事報告（漆島典和君）

術館で開催されます。

1.各種会合・行事出席状況を回覧します。今年度参加さ

県立美術館、熊日、熊本放送の主催です。

れた方はご記入をお願いします。

藤田は幼少期を熊本で暮らし（2 歳～12 歳）熊大付属
小学校に通い、終生、熊本に深い愛着を抱いていたと
いわれます。

例会変更のお知らせ
ありませんでした。

○久峨章義君・後藤 博君

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

４１名

66.07％

91.07％

浅山会長・漆島幹事、一年間お疲れ様でした。熊本南
RC を引っ張って行っていただいて、ありがとうございま
した。今後のご指導もよろしくお願いします。ありがとう
ございました。

出席規定適用免除者
名誉会員

７名

欠席記録免除者 0名
○田邉信一君

０名（会員数には含まれません）

浅山会長はじめ、本年度の役員の皆様、一年間お疲

一年間ご協力ありがとうございました。

れ様でした。
○永井富士雄君

6/24次年度臨時理事会報告

浅山年度の役員の方々、一年間お疲れ様でした。

①予算案について
・姉妹クラブ特別会計→1人1万円の寄付とする事を承認

○現王園敏伸君

・R 奨学会寄付について→

6/10の100%例会は委員長の力不足で、91%と、100%に

金額について、次回理事会の議題とする。

届かずに終わりました。ご協力頂いた皆様方、申し訳ご

・創立60周年に向けての積立について→

ざいませんでした。お詫びのスマイルをいたします。

準備を次年度より行う。（特別会計の実施）
②青少年交換留学生について

○濱田定勝君

8月3日より3名受け入れする。

6/20RKK「夕方いちばん」の番組の取材をいただき、放

③R 財団年次給付について→

映されました。ありがとうございました。

年間一人100ドルで行ってはどうか。
④創立50周年記念誌の増刷について→

○東矢憲一郎君

紙媒体でなく、データ化し HP で見れるようにしては

Ⅹ

久し振りのホームクラブ例会出席です。

どうか。
⑤100万ドルランチ・復興支援ランチの際は、黒板へ表

○坂本研一君

記する。

一年間スマイル委員長として頑張ってまいりました。委員

⑥次年度より、事務局員の退職金積立（年5万円）を開

の皆様・会員の皆様のおかげで、175万の予算に対して、

始する。

180万で達成できると思います。つたないスマイル報告で
申し訳ありませんでした。そして一年間ありがとうございま
した。

委員会報告
ありませんでした。

●スマイルボックス（坂本研一君）
○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君・吉永彰一君
当クラブへの来訪者、東京西 RC の高丸慶様・ご友人の松
尾 富美様・松本 梨江様・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。また、本年度最後の例会で
す。理事・役員を始め、会員の皆様には大変お世話にな
りました事を心よりお礼申し上げます。
○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君

Ⅱ

浅山会長・漆島幹事他、理事役員・各委員長の皆様長い
一年間ご苦労さまでした。心よりの感謝のスマイルです。

本年度の目標

1,750,000 円

本年度の累計

1,823,944 円

坂本委員長、一年間お疲れさまでした！
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会長退任挨拶（浅山弘康君）

南ロータリークラブの幹事という、大役をさせていた
だく機会を得ました事は、私の10年のロータリー活動
の中では特記すべき出来事でした。振り返りますと、
年度の始めの台湾への訪問、これは熊本南ロータリー
クラブと台北大同扶輪社の永い友好関係を肌で感じ
ることが出来ました。年度内の行事も会員の皆様のお
力添えで無事に終了することが出来ました。ここに2
月に行われたクラブ研修リーダー育成セミナーでの
第2680地区姫路 RC、三木会員のエピソードをご紹介し
ます。

会長退任のご挨拶をさせていただきます。

ある高校にインターアクトクラブが設立されました。

私は、平成 19 年 8 月入会、ロータリアンとしまして

チャーターメンバーとして入会したある高校生は、高

は年数も短く、会長をお受けするのが、本当に良かっ

校2年になって会長を務めました。清掃奉仕をしたり、

たのかどうか、今日、現在も考えさせられます。

海外の高校や大学にアンケートを送り、日本のことを

会長をお受けした最大の理由は熊日永野会長からの

知ってもらいたい、もっと海外の事を知りたい、そん

話によるものです。

な思いで、仲間たちと知恵を絞りながら、インターア

会長を務めさせていただきました、1 年間、記憶に残

クトの活動を楽しんでいました。その頃、スポンサー

ることを披露させていただき、退任の挨拶とさせてい

クラブのメンバーであるパストガバナーが、毎週1～2

ただきます。

回、夜の8時頃、その高校生に「今からちょっとうち
までおいでなさい」とお電話をされました。そして、

1.岡村ガバナーとお知り合いになった経緯

彼はその都度ご自宅にお邪魔しておりました。その高

2.台北大同扶輪社へ「ホームスティの子供達の引率」

校生は、パストガバナーという名称も知らないままそ

と「東日本大震災への見舞金に対する御礼」のためク

のお医者さんのお宅にお邪魔して、先生の書斎で、お

ラブ訪問

茶やお菓子をいただきながら、先生の大学時代のお話

3.昨年末の家族会のカラオケ大会

を聞かせていただき、思い出のアルバムを見せていた

4.代継宮で行われた「曲水の宴」へ歌人としての参加

だきました。そのパストガバナーは、医学を学び、患

など会長をお受けしなかったら経験できないことば

者さんにどんなふうに接しておられるのか、医療人と

かりでございました。

しての心構え、それ以前に人としてのありかた、など
などいろいろなお話をされたのであります。ロータリ

最後にベテランの野口会長にバトンタッチしますの

ーやロータリアンのお話もなさいました。ロータリア

で、安心して退任させていただきます。

ンとして、先生ご自身の生き様や医師としての真摯な

本当に 1 年間ありがとうございました。

姿を拝見し、ロータリーをどれほど大切に思っておら

重ねて会員の皆様には感謝申し上げます。

れるか、ロータリーがどれほど素晴らしい世界である
か、仲間のロータリアンがどれほど尊敬に値する素晴
らしい人々であるか、お話になりました。それは彼が

幹事退任挨拶（漆島典和君）

高校2年から3年にかけて1年半くらい続きました。そ
のパストガバナーがどんなおつもりで、彼を毎週ご自
宅に招いておられたのか、今では知る由もありません。
その高校生は、お話を何度も何度も聞かせていただく
中で「人を大切にする心」を学んだのでしょう。言葉
で知識を伝えようというでもなく、何かを指導しよう
教育しようとおっしゃるわけでもなく、そこにはただ
その先生のお人柄が伝わってくるだけでした。勉強嫌
いな一高校生をそれほどまで大事にされて優しいお
気持ちはどこから生まれてきたのでしょうか。彼は、

今日ここに無事に退任の挨拶が出来ることを感謝

インターアクトの経験を、そのパストガバナーの存在

いたします。浅山会長にお声を掛けていただき、熊本

を生涯忘れることはないでしょう。この出来事がリー

3

ダーとして人を育てるということなのでしょう。先生
のお人柄に触れることができた彼は幸せであります。
その高校生は、やがてロータリークラブに入会するこ
とができました。目に見えない教えを胸に、はるかな
る見果てぬ夢を抱いて「ロータリー命」と言ってはば
からないロータリー大好き人間になっています。まさ
にロータリーに育てていただいたのです。そのことが
なければ、彼は今、こうして皆様の前に立ってお話を
することもなかったでしょう。その高校生は、今皆様
の前に立っている私自身なのです。私は、40年間以上
も前に教わった、しかし微動だにしないロータリーの
心を皆様に伝えたい、次なる世代を担う若い人々に伝
えたいと思うのです。それが、ロータリーが私に与え
た使命の一つだろうと思うのであります。
以上、姫路 RC 三木会員のエピソードをご紹介しまし
た。最後に浅山会長をはじめ、会員の皆様に心よりお
礼申し上げます。ありがとうございました。
東京西 RC 高丸 慶様・ご友人の松尾富美様・松本梨江
【RAC・IACの例会日程について】

様、ご出席ありがとうございました。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：７月４日（木）２０：００～
場所：西部ガス
内容：未定

【例会予定】
７/８ 寿崎奨学生紹介・奨学金支給

日時：７月１８日（木）２０：００～

７/２２ 常任委員長就任挨拶

場所：西部ガス
内容：未定
○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：７月３日（水）１６：００～
場所：国府高校「大会議室」
内容：今期活動について
日時：７月１７日（水）１６：００～
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。
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