
 
 

 

 

 

 

あんべ光俊様、東日本大震災の貴重な体験談と歌をありがとうございました。 

そして最後に、2 年後となる野田ガバナー年度へ向け

て、全会員より年 1万円特別寄付（2 年間の予定）を行

い、野田ガバナー年度での活動費とすることが承認さ

れました。 

 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1.ガバナー事務所より2014年国際ロータリー年次大会

のご案内が届いております。参加ご希望の方は12/9

（月）までに事務局 東までお知らせください。 

2.ガバナー事務所より「第4回日台ロータリー親善会

議」のご案内が届いております。参加ご希望の方は

12/16（月）までに事務局 東までお知らせください。 

3.RI事務局よりフィリピンへの支援についてのお願い

が届いております。 

3.第 2720地区ＲＡＣより「ロータリー家族清掃活動の

お知らせとご案内」が届いております。参加希望の

方は 11/22（金）までに事務局 東までお知らせくだ

さい。 

会長報告（野口泰則君） 

私が会長になりましてお陰様で 5ヶ月が過ぎました。 

これからも引き続きどうぞよろしくお願い申し上げま

す。さて、先週（18 日）の例会後、定例理事会を開催

いたしました。その報告を申し上げます。 

1.会長ノミニーの選出がなされまして、最終的には来

週の年次総会にてご承認をいただく手順となりま

す。 

2.定款の綱領を目的とすることが承認されました。 

3.2014 年 1 月 6 日の例会を熊本市域ロータリークラブ

新春合同例会日の 1月 8日へ変更いたします。 

4.ロータリー歴 50 年となる杉田会員、吉本会員への感

謝状を贈呈いたします。 

感謝状の贈呈は、来週の年次総会・家族会で行ない

ます。 

5.新世代奉仕委員会の活動として、水球大会支援を行

うことが承認されました。 

6.新入会員の北口 誠（きたぐち まこと）氏の受け入

れを承認いたしました。 

7.熊本南ロータリークラブの襷の製作いたします。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.年次総会・年忘れ家族会 

         

  

        

  
 

１２/２ 年次総会・年忘れ家族会 

      ＠ホテル日航熊本 

１/８ 熊本市域ＲＣ新春合同例会 

＠ホテル日航熊本 

 

 

第１５回例会記録(通算第 2583 回)  

平成 25（2013）年１１月２５日 

   

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

あんべ光俊様 
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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 

６０名 ３２名 59.26％ ８５．４５％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 2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 

○城東ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １２月９日（月） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

 

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間変更 

[日  程] １２月１０日（火） 

[変更前] １９：００～ 

[変更後] ７：００～ 

[場  所] 県総合運動公園 

 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １２月１７日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：００～ 

 

○東ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １２月１７日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：００～ 

 

○東南ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １２月１８日（水） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

 

○平成ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １２月１８日（水） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １９：００～ 

 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] １２月２４日（火） 

 

○平成ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] １２月２５日（水） 

 

 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] １２月３１日（火） 

 

 

新入会員自己紹介 3回目（西川尚希君） 

 

 

 

 

 

 

 

 今回で３回目の自己紹介となります、西川でございま

す。小・中・高と東京で過ごし、大学生活はアメリカで

過ごしました。今、ここ熊本に戻りましたが、月の半分

は東京です。ロータリークラブの活動もできる限り参加

したいと思っておりますので、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。 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（山本博史君） 

 

 

 

 

 

 

 

 表紙は、和やかな餅つき大会のスナップです。笑顔で

杵をふるっているサリー姿の女性は、インドの科学者だ

そうです。愛知県の岡崎南ロータリークラブが、愛知県

岡崎市にある国立自然科学研究機構の分子科学研究

所・基礎生物学研究所・生理学研究所に世界各国から集

まる研究者のために、昭和59年より30年、お茶・お花の

会・バーベキューパーティを開いているそうです。もう

1枚は横浜西ロータリークラブの麻生 茂さんが東大寺

正倉院のそばの六角形の浮見堂を背景に鷺池の静かな

たたずまいを狙って撮影した写真です。 

縦書きのページより 

放射能ゼロ米への挑戦 

 天栄村産業振興課課長 天栄米栽培研究会事務局の

吉成 国一さんの寄稿です。天栄村は福島県中通り南部

にあり、福島第一原子力発電所から70キロメートルのと

ころにある村です。この天栄村では原発事故の以前より

米のブランド化を進めることで努力され、味を良くする

ことから始まり、安全な米作り・有機農法に取り組み、 
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国際大会でもある「米・食味分析鑑定コンクール」に参

加し、最初の1年を除き5年間金賞を受賞している米にま

で品質を上げた天栄米でしたが、2011年の東日本大震災

で天栄村は73棟が全壊・137棟が半壊し、津波の被害は

ありませんでしたが、家屋の倒壊は多い地域となり、放

射線量が5マイクロシーベルトありました。天栄村では、

災害後の3月30日より「自分の子供に放射性物質の入っ

た食べ物を食べさせたいと思う親は誰もいない、だから

ゼロにしたい」との思いで放射能汚染による土壌汚染と

農作物の汚染について真剣に取り組まれ、2011年のコン

クールでは金賞を獲得され、現在も日本一おいしいを目

指して努力されています。 

愛知県名古屋市から旧町名の復活を夢見て歴史を学ぶ

ことについて寄稿されています。1962年に施行された住

居表示法が原因で、各地の町名・番地が整理されました。

その過程で古い地名・町名がなくなりました。このこと

で郷土史や古い文献を調べるときに、現在の地名と違い

さっぱりわからなくなってしまっています。そのために、

旧名を復活することは現実味がありませんが、そこで昔

の町名を見直そうという活動が始まったそうです。その

中でかつての郷土の様子・町おこしの活動などがおこな

われているようです。 

横書きのページより 

 今回ロータリー財団では、3年間の試験期間を終え「未

来の夢計画」が今年度から世界一斉に実施年度となりま

した。第2500地区ロータリー財団では、グローバル補助

金によるデンタルＶＴＴをタイの第3300地区に派遣、も

しくは受入に成功した本年度最初に承認された事業で

あり、そのスタートよりいくつもの壁を乗り越えて達成

した経緯が書かれています。また、敦賀ロータリークラ

ブと敦賀西ロータリークラブ・武生ロータリークラブ・

武生府中ロータリークラブ・若狭ロータリークラブ、日

本ロータリーE クラブ2650の6クラブはタイのチェンマ

イロータリークラブをパートナーにして、タイ・チェン

マイ県オムコイ郡において、グローバル補助金による教

育センターの建設・付属施設の改築・修繕、並びに教育

備品を整備するとともに、現場教員の指導研修と保健衛

生の技能を高めることにより、地域の教育の質や衛生環

境の改善を行いました。その経緯が P12～14に書かれて

います。また、グローバル補助金奨学生として学んだこ

とを、第2580地区 元グローバル補助金奨学生の川端雪

乃さんより、留学の経緯・紛争解決学についてや、今後

のキャリアプラン・グローバル補助金プログラムに対す

る感想が書かれています。また、P35～42までロータリ

アンのための職業奉仕入門が書かれており、マーシーシ

ップス（ボランティアの医師・看護師・教師・料理人を

乗せた病院船を運営する非営利団体）創業者ドナルド・

スティーブンス氏のインタビュー、職業研修チーム

（VTT）を結成・派遣するためのアドバイス、ロータリ

ー財団補助金活動の評価にあたる専門家グループなど

を紹介することで、「職業奉仕」のさまざまな側面を探

求しています。 

 

●ＲＡＣ委員会（園田修司君） 

ロータリー家族清掃活動のご案内です。 

12/1（日）9：00～下通りアーケード街周辺の清掃活動を

行います。多くの会員の参加をお待ちしております。よろ

しくお願いいたします。 

 

●世界社会奉仕委員会（塩井泰明君） 

2014年2月18日～23日タイプロジェクトを予定してお

ります。皆様の参加をお待ちしております。よろしくお願

いいたします。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・渡邉秀章君・ 

古財良一君・坂本研一君・漆島典和君・三角雄介君 

本日卓話をいただきます、あんべ光俊様のご来訪を心か

ら感謝申し上げます。短い時間ではありますが、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

○寿崎 肇君 

商業界米国視察セミナーから帰国した孫から報告書が届

きました。若い者には厳しいセミナーだったのかと感心し

ました。勉強になりました。 

 

○高宮 宏君 

  九学卒の皆様、ラグビーの熊本県代表おめでとうございま

す。20年ぶりくらいの出場と思います。頑張ってください。 

 

○坂本研一君・古財良一君・三角雄介君 

  高宮先輩、ありがとうございます。 

 

 

●外部卓話（渡邉秀章君） 

「とうほく LOVE」  （あんべ光俊様） 
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プロフィール 

シンガーソングライター・音楽プロデューサー 

岩手県釜石市出身。宮城県仙台市在住。 

本名：安部 光俊 

岩手県立釜石南高等学校（現・岩手県立釜石高等学校）

卒。早稲田大学社会科学部卒。 

1974 年（昭和 49 年）、早稲田大学在学中にクラスメー

トと四人組のグループ「飛行船」を結成し、「しょうよ

う歌」でデビューするが、1977年（昭和 52 年）に解散。

1978年（昭和 53 年）に東芝 EMIより「風は知っている」

でソロとしてデビューする。「遠野物語」「星の旅」「イ

ーハトーヴの風」などの代表曲のほかに、岩手県立大学

学生歌「風のモント」や、坂本九・オフコース・時任三

郎などへ作品提供をしている。また、岩手県一関市立萩

荘小学校、岩手県釜石市立釜石中学校の校歌を作ってい

る。岩手県の「銀河系いわて大使」（現在は「希望王国

いわて文化大使」に改称）の 1人であるとともに、岩手

県遠野市の「民話のふるさと遠野大使」、沖縄県那覇市

の観光大使でもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルバム「とうほくＬＯＶＥ」 

あんべ光俊氏の呼びかけに応えてシングライクトーキ

ング 佐藤竹善(青森市出身)らがボーカル参加。さらに

ジャケット制作陣には絵：奈良美智(弘前市出身)、題

字：荒井良二(山形市出身)、アートディレクション：箭

内道彦(郡山市出身)など日本を代表するミュージック&

ポップアート界から東北ゆかりのアーティストが熱烈

参加した。2011 年 5 月のチャリティ配信以来、YouTube

や JR 盛岡駅 PV で泣ける!感動した!と大好評の「予定～

いわてに帰ったら～」。白いがれきの大地を青い森の大

地へ、再生と復興の願いを込めて佐藤竹善と仙台市児童

らが参加した、'12 年 4 月配信開始のこれもまた胸を熱

くする「青い大地に夢は始まる」。世界からの支援へ感

謝のメッセージを英語詞で綴る、ロンドン在住の鈴木ナ

オミとのコラボレートした、'13年 4月配信開始の「It Is 

With you」を加えた 3 作品の CD 化を求める皆様の熱い

声にお応えして収録。さらに、アルバムのために書き下

ろして直ちに話題沸騰、震災を経て、より増して仙台へ

の愛にあふれる応援歌「仙台で愛ましょう」、いまこそ

FUKUSHIMA は日本のふるさとと強くメッセージする

「FUKUSHIMA TOWN」の 2作品を追加収録。とうほく熱愛

アルバム。 

 

 

【例会予定】 

12月 9日（月）  外部卓話（新世代奉仕委員会より） 

12月 16日（月） 会員卓話 星野誠之君 

12月 23日（月） 祝日のため休会 

12月 30日（月） 定款に基づき休会 

 

 

【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：未定 

場所：未定 

内容：忘年会 

 

○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：１２月４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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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E4%B9%9D
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