
 
 

 

 

 

 

今年 も素敵 な歌 と演奏で感動的な観月会 となりました。 

ロータリークラブにおける運営への懸命さを感じました。親

クラブとしての意識を持ち参加へと至った「メイクフレンズ

の会」でしたが、当クラブより参加した会員の 9 名それぞれ

が「奉仕の理想」の意識を持って参加されていて、親睦を広

め深めることができた意義ある良い企画であったと思ってい

ます。熊本西ロータリークラブとは、今後も連帯してタイプ

ロジェクトを推進して参りたいと思います。親クラブ、子ク

ラブ間における意識はもとより、熊本南ロータリークラブの

会長として・・いえ、ひとりのロータリアンとして実践する

意識を持つことにより、多くを学び得ることとなった経験は

先週にもございました。RAC 年次大会を目前に控え活動して

おります、熊本南ローターアクトクラブの例会へ参加した時

のことでございます。本年度スタート時より熊本南ローター

アクトクラブに関しまして、馬場大介 RAC 委員長には大変な

ご尽力をいただいており心より感謝いたしております。それ

故に例会へ出席した際に感じ得たことなのですが、熊本南ロ

ーターアクトクラブに関する役割の全てを馬場 RAC 委員長だ

けに任せっきりにするのではなく、熊本南ロータリークラブ

会員一人ひとりが積極的に例会へ出席し、熊本南ローターア

クトクラブ会員の皆様へ熊本南ロータリークラブの会員が持

つそれぞれの経験から育まれた知識や、意欲や情緒を含めて 

 

 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

会員の皆様とは久しいこと 3 週間ぶりとなる本例会を迎え

ました。そして本例会終了後には、観月会を行ないます。ご

多用のところ多くの皆様にご参加いただき感謝いたしており

ます。お会いできましたことを大変嬉しく思っています。さ

て、2 週続けて休会となった期間には様々な出来事がござい

ました。私にとりまして、貴重かつ刺激的な期間となりまし

た。出席委員会の企画による「メイクフレンズの会」が 9 月

24日に行なわれ、熊本西ロータリークラブの例会へ当クラブ

より会員 9名が参加いたしました。その例会のスマイルにて、

当クラブへと贈られたコメントやスマイルの数から、熊本西 
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寿崎奨学生  楊 楊君      張 瀚丞君 

孫 文静君   劉 暁慈君 

黄 讌涵君   張 伊欣君 

呉 海燕君    

熊本南 RAC 富永藍香君  山田佳澄君 

         大河正和君  森口恵介君 

         村上慶輔君 

 

 

 

 

  

 



 2 

表される認識という名の知恵を伝承させていく義務があると

思いました。これからはローターアクトへの関心や意識を更

に高く持っていただき、熊本南ローターアクトクラブ例会へ

の積極的な出席を切に願う次第でございます。私達にはロー

ターアクト会員の面倒を見る責任があると思います。「奉仕

の理想」を共にするもの同士です。ロータリアンは何事にも

一生懸命に尽くすものであるべきだと考えております。先月

28日には米山記念奨学委員会セミナーへ参加いたしました。

米山記念奨学会は、日本最初のロータリークラブを設立した

米山梅吉氏の功績を記念いたしまして1952年に発足したも

のでございます。現在、国内においては民間最大となる国際

奨学事業となっております。この素晴らしい奨学制度は、日

本全国の全ロータリークラブでの共同事業へと発展してお

ります。当熊本南ロータリークラブには寿崎奨学会という独

自の奨学制度がございます故、関心がどうしても寿崎奨学会

へと向いてしまう皆様の心情は充分理解しております。しか

しながら、米山記念奨学会へ今一度目を向け、深い認識と関

心を持っていただきたいと思っております。寿崎奨学会と米

山記念奨学会。そのどちらも会員連帯しての推進に値する素

晴らしい奨学制度であることに間違いはございません。どう

ぞよろしくお願いいたします。そして、野田三郎会員のガバ

ナーノミニーに関しましてご報告いたします。ガバナー指名

会議が先月25日大分にて開催されました。ガバナー指名会議

終了後直ぐに、赤山武興ガバナーより「熊本南ロータリーク

ラブの野田三郎会員がガバナーノミニーとして満場一致で

決定いたしました。」との御報告がございました。来年6月1

日から開催されるシドニー国際大会では野田三郎ガバナー

ノミニーはガバナー・エレクトとなられます。シドニー国際

大会までには、野田三郎ガバナーノミニーをサポートする

「チーム野田」を設立・設置いたしまして、熊本南ロータリ

ークラブの会員が一丸となってサポートしていく必要があ

ると考えております。本例会終了後の観月会では、どうぞ皆

様たくさん飲んで、しっかり召し上がっていただいて楽しい

ひとときをお過ごしください。そして益々親睦を深めてくだ

さい。「奉仕の理想」を世に示すことで、沈滞気味の熊本を

盛り上げるきっかけの観月会となりますことを心より祈念

いたしております。 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1. 台北大同扶輪社より野田三郎会員ガバナーノミニー推薦

の承認についてお祝いが届いております。 

2. 10/7 定款に基づき休会、10/14 祝日のため休会となりま

す。ご注意ください。 

3. 10/7 事務局員休暇のため事務局は終日不在となります。

ご迷惑をおかけします。よろしくお願いいたします。 

4. 国際交流会館より 10月催物ご案内が届いております。 

5. 本例会にてクールビズは終了となります。 

 

出席報告（永井富士雄君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

５８名 ３８名 70.37％ ７８．５７％ 

出席規定適用免除者 6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 

○りんどうＲＣ～時間変更 

[日  程] １０月２４日（木） 

[変更前] １９：００～ 

[変更後] １３：００～ 

○05福祉ＲＣ～合同例会のため日程場所変更 

[日  程] １０月２９日（火）１２：３０～ 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １７：００～ 

[場  所] 笹乃家 

○りんどうＲＣ～合同例会のため日程場所変更 

[日  程] １０月２９日（火）１２：３０～ 

[変更前] １３：００～ 

[変更後] １７：００～ 

[場  所] 笹乃家 

 

野田三郎ガバナーノミニー挨拶 

熊本南ロータリークラブ会員の皆様方へご報告と御礼を申

し上げます。9月 27日付の文書にて、赤山 武興ガバナーより

ガバナーノミニー決定のご通知をいただきました。このガバナ

ーノミニー決定報告は、皆様からの満場一致のご推薦をいただ

いた結果を受けて成すことができた大変価値あるものでござ

います。心より厚く御礼申し上げます。ガバナーノミニー決定

の通知を受け、再来年のガバナー年度に向けまして本日より準

備に入ったところでございます。熊本南ロータリークラブへ所

属している責任を充分に感じ、会員の皆様からの友情を強く心

に持ちながら、精一杯努力して参りたいと思っています。今後

ともどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございま

した。 

 

委員会報告 

●プログラム委員会（渡邉秀章君） 

今月のロータリー月間テーマは「新世代」です。本来であ

れば卓話時間を使って新世代奉仕について理解を深めたい

ところですが、都合により委員会報告の中で１０分ほどお時

間をいただいて原委員長に新世代の活動の歴史や意義など

について、また、熊本南ローターアクトクラブの冨永会長か

ら今年度の取り組み方針や活動計画についてお話いただき

ます。 

 



 3 

●新世代奉仕委員会（原 裕一君） 

 

 

 

 

 

－新世代奉仕活動の流れ－ 

ロータリーにおける新世代への奉仕は、古くは 1908 年に

始まっていますが、1979 年、国連の国際児童年に合わせて

ＲＩは「ロータリーは子どもを大切に」というスローガンを

採択し、また「ロータリアンは青少年の模範」標語を採択し

ました。1996 年度より従来の「青少年活動月間」の名称が

「新世代のための月間」となりました。そして、これまで

14 才から 30才までの若者を対象としたプログラムが、新世

代のためのロータリー・プログラムでは、0 才から 14 才の

子ども達も視野にいれた活動に拡大されました。また、4月

に行われた 2010 年規定審議会で、新世代奉仕はロータリー

クラブの活動の土台となるクラブ奉仕・職業奉仕・社会奉

仕・国際奉仕に続く、第 5の奉仕部門として承認されました。 

 新世代が大切なのは、ロータリーの未来にとってばかりでな

く、わたしたちの地域社会や世界全体にとっても言えること

です。「年齢 30歳までの若い人すべてを含む新世代の多様な

ニーズを認識しつつ、よりよき未来を確実なものとするため

に新世代の生活力を高めることによって、新世代に将来への

準備をさせること」を各ロータリアンの責務とし、すべての

クラブと地区は新世代の基本的ニーズを支援するプロジェ

クトに着手するよう奨励しています。この基本的ニーズとは、

健康・人間の価値・教育・自己開発であり、国際ロータリー

が用意する次の四つの常設プログラムです。 

 ・インターアクト 

 ・ローターアクト 

 ・ロータリー青少年指導者養成プログラム 

 ・ロータリー青少年交換 

来年は、新世代奉仕から“青少年奉仕”と名称が変わります

ので、幅広い視野で事業活動を計画して行かなければなりま

せん。更に、国際ロータリーは児童および青少年の安全を考

え、肉体的、性的および精神的な虐待、とくに性的虐待ある

いはハラスメントの防止に関する声明や指針を設け、その実

践を勧めています。今の日本にとって、21 世紀を担う青少

年の健全育成はとくに大切で、青少年の「こころ」の問題は

これまでロータリーではあまり採りあげられなかったので

す。一つの例として、大分県第三分区ＩＭは、「子どもに思

いやりの心を育てるには」をテーマに「新世代フォーラム」

を企画し、野津原町文化財愛護少年団による神楽を鑑賞しま

した。200年の伝統をもつ『岡倉神楽』という郷土芸能の伝

承に取り組み家族ぐるみ、学校ぐるみ、地域ぐるみの 1時間

にわたる熱演でしたが、神楽を通じて地域文化の発展に寄与

し、更に奉仕の精神の育成と相俟って、郷土を愛する心を育

てるなど、豊かな人間形成が大いに期待される極めてよき実

例としてみていただいたわけです。そこで、私たち熊本に住

むロータリアンとして、今やらなくてはならない事を検討す

る中で、熊本で何が起こっているかに気付きました。オハイ

エや水俣病患者・ハンセン病患者など生活環境で多くの苦労

されている方々が居ります。目を伏せず、そこへ目を向け過

去で終わらないように若者にも歴史認識を理解してもらう

事が大事ではないかと考えます。来年開催する事業は、青少

年育成の一環として、ローターアクトを初め、インターアク

トやその周りの方々による音楽演奏や現状認識を学んでい

ただく機会を作りたいと思います。また、数年前より成熟し

た中学生バトミントン大会から、新たに認知度の低いスポー

ツへと目を向けて、ロータリーとして何かお手伝い出来ない

かを模索してまいります。 

 

熊本南ローターアクト会長挨拶（富永藍香君） 

 

 

 

 

 

 皆様、こんばんは。本日はこの観月会例会で私共にお時間

を頂きましてありがとうございます。本日は今期のクラブタ

ーゲット・年間計画の報告、そして本日参加しております会

員だけで申し訳ないのですが、自己紹介も兼ねて改めてご挨

拶をさせて頂きたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。まず始めに、今期の熊本南ローターアクトクラ

ブの紹介をいたします。改めましてこんばんは。今期の会長

を務めさせて頂いております、（株）ツカサ創研の富永藍香

と申します。アクト歴は3年目に入りましたが、まだまだ分

からないことばかりです。そんな私ですが会長を務めさせて

頂くからには一生懸命に会長をやってよかったと、また富永

に会長を任せてよかったと思っていただけるよう、頑張りた

いと思っておりますので、今年度も一年間どうぞよろしくお

願いいたします。本日仕事の都合上、参加できていない会員

もおりますが、現在13名で活動しております。今期のクラブ

ターゲットですが「ＬＥＢ～レーブ～」と掲げております。

「レーブって何？」と思われる方がほとんどだと思いますが、

レーブというのは聖書におけるヘブライ語で、日本語でいう

「心」を意味します。そしてその「心」は人間の内面性全て

を意味するそうです。アクトの活動。ただ活動をするだけで

は意味のないことなのではないだろうか・・・なので今期は

「心」を大事にしようと私は考えました。感謝の心・信頼の

心・尊敬の心・・・私達が今後関わっていく全ての人達との

心と心の繋がりを大事にし、心の成長に繋げ内面性を磨いて

いけたらと思っております。そしてなぜ「心」という日本語

ではなく「ＬＥＢ」というヘブライ語にしたのかというと、

この「レーブ」には心＝心臓を意味するだけでなく、考え・
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判断・記憶等も意味する言葉だからです。熊本南ローターア

クト皆で考え、これから起こりうる問題も皆で判断、解決し、

皆と過ごしたこの時間が素晴らしい記憶として残るような

活動をしていきたい！！そう思い、今期のクラブターゲット

を「レーブ」としました。私達は毎月第一・第三木曜日の午

後8時から約2時間ほど、西部ガス様の会議室をお借りしまし

て例会を行っております。今期の活動の中には毎年行ってお

ります、家族清掃活動や昨年行いました江津湖清掃、また、

世界の料理を皆で作る例会やスポーツ例会等も企画してお

ります。事前にロータリークラブの皆様にもお知らせいたし

ますので是非参加していただき、皆様と交流する機会を増や

せたら、と考えておりますので、皆様どうぞよろしくお願い

いたします。今期もこのメンバーで頑張っていきますので、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日は貴重なお

時間をいただきましてありがとうございました。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○野口泰則君   Ⅱ 

今夜の観月会、心ゆくまで友情を深める会でありますよう、祈りま

す。 

○堀川貴史君・今村浩昭君・藤見泰之君・坂本幸樹君 

田川憲生君 

本日ご来訪いただきました皆様を歓迎します。あいにくの雨で月

は見えませんが、楽しく過ごしましょう。 

○古財良一君   Ⅲ 

オハイエの方々の素晴らしい演奏をみなさん聴いてください！ 

○寿崎 肇君  

お祝いを申し上げます。野田三郎会員がガバナーになります。

親クラブの熊本ＲＣが辞退いたしました。長男クラブの熊本南ＲＣ

からのガバナーです。野田三郎ガバナーに思い切って RI 第

2720地区を全国のお手本になるようにご指導いただきたいです。   

クラブ全員で絶大な協力を行おうではありませんか。 

○星野誠之君 

  野田三郎会員、ガバナーノミニーへの選出おめでとうございます。

くれぐれも体には気を付けて頑張ってください。ひっそり草場の

陰から応援させていただきます。 

○永井富士雄君 

  先週24日は「メイクフレンズの会」で熊本西ＲＣ例会に野口会長・

今村幹事ほか、会員 9 名で参加しました。熊本西ＲＣは会員数

16 名と少ないため、今回の訪問はお互いの交流の場として大変

喜んでいただくとともに、歓迎を受けました。皆様へ心から感謝し

ます。  

○坂本研一君   Ⅹ 

先日母の通夜及び告別式におきまして、皆様お忙しいなか足を

お運びいただき、かつ、お優しい言葉をお掛けいただき本当に

ありがとうございました。皆様のお言葉のおかげで大変心強く、

本当にロータリーの友情を感じることができました。覚悟いていた

とはいえ母の死は別物でした。お見苦しい振る舞い、無礼な行

動等多々あったのではないかと反省しております。今後ともご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

○渡邉秀章君   Ⅲ 

  明日 10 月 1 日より、NTT 西日本のグループ会社体制が変わり

ます。これまでは地域ごとにグループ会社があり、私も（株）NTT

西日本-九州所属でしたが、「光」の営業・法人様向け営業・通信

設備の構築保守・社員サービスの各役割ごとに西日本全体を担

うグループ会社体制となり、私の所属も「NTT マーケティングアク

ト」という社名の会社となります。新しい体制でこれまで以上に地

域密着を大切に、お客様とともに歩んでまいりますので、引き続

きどうぞよろしくお願いします。 

○漆島典和君 

  生まれて初めて遅刻しました。お詫びのスマイルです。 

○渡邉秀章君 

  本日所用のため途中でお暇します。申し訳ありません。お詫びの

スマイルです。 

 

【例会予定】    

１０月２８日（月） 会員卓話 井上雅文君 

１１月１１日（月） ガバナー公式訪問（合同例会） 

 

 

観月会  

 


