第 18 回例会記録（通算第 2586 回）
平成 25（2013）年１２月１６日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

ロータリー財 団 「未 来 の夢 計 画 」がスタートしました。（卓 話 より）

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・委員会報告

1/２８ 第３回 熊本市域 RC 会長・幹事
会＠火の国ハイツ
１/２６ 第４回日台ロータリー親善会議

4.会員卓話 鬼塚貴志君

＠台北

来訪者紹介
米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君

に会員一丸となって、好意と友情を深めつつお互いに
会長報告（野口泰則君）
今年最後の例会となりました。2013−2014 年度も皆様
と共に歩み折り返しまで参りました。ありがとうござ

切磋琢磨し、自己研鑽に努めてまいりましょう。その
積み重ねられし日々が皆様の楽しいロータリーライフ
と繋がることを願っております。

います。
さて、本例会では北口誠様が入会されます。クラブ

幹事報告（今村浩昭君）

を代表いたしまして心より歓迎申し上げます。新年初

1.ガバナー事務所より「2013-14年度地区大会」のご案

回の例会では、熊本南ロータリークラブがホストクラ

内が届いております。
（受付にて配布済）申込締切り

ブとなり、2014 年熊本市域ロータリークラブ新春合同

は1/31となっております。

例会を開催いたします。本日入会される北口会員とも

2. ガバナー事務所より「2014年国際ロータリー年次大

この貴重な経験を共にできますことを大変嬉しく思っ

会」ツアーのご案内が届いております。参加希望の

ています。

方は事務局 東までお知らせください。

来年（2014 年）3 月 15 日（土）と 16 日（日）の 2

3.ガバナー事務所より「第4回日台ロータリー親善会

日間、2013−2014 年度 国際ロータリー2720 地区の地区

議」のご案内が届いております。参加希望の方は事

大会が人吉市で開催されます。できますれば、熊本南

務局 東までお知らせください。

ロータリークラブ全会員の御出席をお願い申し上げま
す。ロータリークラブとは何か、広く深くお解りいた
だけると思います。1 年半後、当クラブよりガバナーが
誕生する年度では、地区大会は熊本南ロータリークラ
ブがホストクラブとなります。その時のためにも今後
の発展を考え、1 人は全員のために、全員は 1 人のため

4.12/23（月）例会は祝日のため休会、12/30（月）例
会は定款に基づき休会となります。ご注意ください。
5.2014年1/6（月）例会は1/8（水）熊本市域 RC 新春合同例
会へ変更となります。1/6はございません。
6.12/17（火）は事務局員、健診受診のため不在いたしま
す。よろしくお願いいたします。

●親睦活動委員会（坂本研一君）

出席報告（永井富士雄君）
会員数

出席数

出席率

６１名

４４名

77.19％

2014年1月15日（水）18：30～新年会を新茶家にて行いま

前々回
修正出席率

す。今回は熊本市域 RC 新春合同例会の打ち上げも兼ね
たいと思います。また、新入会員の星野知之君・西川尚希

８５．１９％

君の歓迎会を、1月もしくは2月に開催予定ですので、よろ
出席規定適用免除者
名誉会員

6名

欠席記録免除者 2名

しくお願い申し上げます。

０名（会員数には含まれません）
●雑誌委員会（山本博史君）
横書きの表紙から

例会変更のお知らせ

これは2011年12月20日に早朝、大阪で書道塾を展開し

○りんどう RC～合同例会のため日程変更

ている書道家の宮田佳昭氏が、書や水彩画を教えている

[変更前] １月２３日（木）１２：３０～

みどり夫人と2年ぶりに訪れた別府温泉での景色です。撮

[変更後] １月１９日（日）１２：３０～

影されたのは別府湾の朝日です。太陽が国東半島から昇

○平成ＲＣ～親睦会のため時間変更
[日

った、広い湾内に漁師の小舟がひとつ。その周りを一羽

程] １月２９日（水）

の鳥が飛んでいます。

[変更前] １２：３０～

縦書きの表紙

[変更後] 未定

瀬戸内海に面した岡山は「晴れの国おかやま」というキ

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間変更
[日

ャッチフレーズがあるほど雨が少なく、温暖で雪もほとんど

程] １月２９日（水）

降りません。そんな岡山に珍しく雪が積もった9年前の大

[変更前] １２：３０～

晦日の写真です。撮影者は、腎臓病の治療の権威で現

[変更後] １８：３０～

岡山大学病院の院長を務める槙野博史さんで、場所は金

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[日

沢の兼六園・水戸の偕楽園と並んで日本3名園に数えら

程] １月３０日（木）

れる岡山の後楽園内で、岡山城が見える絶景ポイントの

[変更前] １２：３０～

「五十三次腰掛茶屋」から早朝にとった写真です。降りし

[変更後] １９：００～
[場

きる雪の中を「沢の池」で数羽の鴨が泳いでいます。

所] 未定

縦書きのページから
子供たちの未来ということで、ヴァイオリニスト・作曲家で

新入会員自己紹介（1回目）

ある川井郁子さんが寄稿されております。左のページの写
真の方です。若くてきれいな方だなあと思い、調べてみま
すと1968年生まれということですから、今年45歳。あと１カ
月すると46歳の方で、現在大阪芸術大学の教授だそうで
す。川井さんは香川県高松市生まれで、ヴァイオリンとの
出会いは6歳の時、当初は趣味で弾いているおばあさん

氏名：北口

を見つけて習い始めたそうです。その後、小学4年生から

誠君

毎週2時間半のレッスンをし、高校卒業後、東京芸術大学

生年月日：昭和38年10月30日

に入学されました。そして、卒業後から活動されているわ

勤務先：株式会社キタグチ

けですが、現在、国連 UNHC 協会国連難民親善アーティ

趣味：釣り・ゴルフ
推薦者：野田三郎君・後藤

スト・日本ユネスコ国内委員会委員として、難民の子供た

博君

ちを支援され、タイのミャンマー・アフリカのウガンダなどの
難民キャンプに行き、活動されています。きっかけは7年

委員会報告

前に娘さんが生まれ、それまで子供は好きだが、かわいい

●米山奨学会委員会（田邉信一君）

子はかわいいし、そうでない子もいると冷めたところもあっ

12月分奨学金の支給が行われました。

たそうですが、出産し自分にも子供がいる今ではどんな子
供もたまらなく愛しくかわいいと思うようになったからだそう
です。また、本文「子供たちの未来」の中で書かれていま
すが、一番大事なことは、子供時代その子に夢を持つ力、
そして自信を与えることではないか、周りの大人の笑顔だ

2

ったり、お母さんの幸せだったり、そういうことが一番大事

○高宮

宏君

なことであって、その土壌さえ育んでいれば、その子が持

先週の職場訪問で当方の九州中央リハビリテーショ

っているものを自分で開拓していくたくましさをみんな持っ

ン学院を訪ねて頂きありがとうございました。不行き

ていると思いますとあります。

届きもありすみませんでした。蜂楽饅頭はお気に召し

宮城県名取市「わがまちのロータリー」ということで仙台

ましたか？

市の南隣の名取市閖上（ゆりあげ）です。2011年3月11日

○星野知之君

の東日本大震災で閖上を襲った津波は、最高10ｍを超え

12/2の家族会は楽しい時を過ごさせていただき、あり

るもので、死者・行方不明者は950人を超えたそうです。そ

がとうございました。私の家内は全く知人のいない熊

の後復興に向け、地域のロータリークラブをはじめとする

本に来て8カ月、初めてあのような会に出席し、とて

多くのボランティアの方々の応援による復興の様子が伝え

も喜んでいました。皆さんから色々と声をかけていた

られています。まだまだ被災地の復興は追いついていな

だいたことがよほど嬉しかったようです。「次はいつ

いように思えますが、これからも復興の後押しをしなけれ

あるの？」と聞かれたので「1年後だよ」と言ったら

ばいけないと思います。

つまらなさそうな顔をしていました。今日は皆様に感

横書きのページ

謝のスマイルです。

12月は家族月間です。そこで今月は「われらロータリア

○星野誠之君

ンズ」として寄稿されています。また「ロータリー家族と一緒

本日、卓話をさせていただきますが、なんと資料が黒

に」として、福島県・佐賀県・長崎県でのクリーン大作戦・

く見えにくくなっておりました。申し訳ございません。

観月家族会・神宮特別参拝・家族会でばんえい競馬を満

お詫びのスマイルです。

喫など寄稿されています。

○寿崎

肇君

P15～公益法人ロータリー日本財団 平成24年度事業報

昨日12月15日、亡き家内の13回忌を行い多くの方に出

告が掲載されています。

席いただきました。皆様のお話に感動いたしました。

「日韓親善会議を通じて未来の平和」についての報告

私自身もっともっと世のため人のためへのご恩返し

本年10月に「第12回日韓親善会議」がソウルで開催さ

をやるべきと心に刻みました。感謝してスマイルさせ

れました。初めて開催されてから31年目。今、両国は決し

ていただきます。

て良好な関係とは言えないですが、長い歴史から見ると

○井上雄一朗君

Ⅴ

両国が築いた関係は世界の中で類を見ないほど良好でし

誕生日プレゼントまでいただき、ありがとうございま

た。時には難しい時もありますが、理解・善意・寛容、そし

した。多分いただいた商品券は有無を言わさず妻に強

て譲歩の精神で乗り越えようと寄稿されています。

奪されます。
○今村浩昭君

●スマイルボックス（三角雄介君）

大ちょんぼのスマイルをします。先月台北大同扶輪社

○施伯南（Frank）様・黄棟國（Chemical）様・

より来熊された際、4名様からお預かりしたスマイル4

李慶明（Jimmy）様・黄國慶（KC）様

４Ｘ

万円が鞄より出てきました。お詫びのスマイルです。

（台北大同扶輪社）

至らぬ幹事ですが来年もよろしくお願いします。

11/5歓迎会にていただきました。

○原

○野口泰則君・今村浩昭君・堀川貴史君・坂本研一君・
坂本幸樹君・三角雄介君・後藤

裕一君

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

博君・現王園敏伸君

○平尾豊幸君

本日入会されます北口様を心より歓迎し祝福させて

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

いただきます。共にロータリーライフを楽しみましょ
う。

熊本市域 RC 新春合同例会実行委員会（堀川貴史君）

○井上雅文君・渡邉秀章君・坂本研一君・古財良一君・

1/8熊本市域 RC 新春合同例会についてお知らせします。

三角雄介君

11：30～受付

12/9職場訪問の際には、多数の皆様にご参加いただき

13：00～14：00懇親会

ありがとうございました。校舎の見学やゴルフスイン

合同例会司会

藤見泰之君

グ時の体の動きの解析など、盛りだくさんの内容を企

懇親会司会

坂本研一君

画していただきました。皆様の知識・見識が高まった

12：30点鐘

米山奨学生 ﾝﾀﾞｷﾞｼﾞﾏﾅ･ｼﾞｬｽﾃｨﾝ君

ことかと思います。このような機会をいただきました

熊本南 RC 会員は10：00ホテル日航熊本5F ロビー集合と

高宮会員に感謝いたします。お土産にいただいた蜂楽

なります。よろしくお願い申し上げます。

饅頭、とてもおいしかったです。

3

●会員卓話（渡邉秀章君）
「未来の夢計画」について（星野誠之君）

●12/9職場訪問＠九州中央リハビリテーション学院

高宮

4

宏会員、ご協力ありがとうございました。

