第 20 回例会記録（通算第 2588 回）
平成 26（2014）年１月２０日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

鬼塚貴志会員のためになる防水についてのお話でした。（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

4.会員卓話 星野知之君

＠ホテルニュースカイ
２/５ 熊本県 R 奨学会新法人移行記念
祝賀会＠ホテルキャッスル
２/８-９ 第 3 回クラブ研修リーダー育成
セミナー＠ホテルエミナース
２/９ 地区指導者育成セミナー
＠ホテルエミナース

来訪者紹介
米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君

会長報告（野口泰則君）

会＠火の国ハイツ
２/１ 第 2720 地区熊本第 4 グループ IM

先の 2014 年熊本市域ロータリークラブ新春合同例会
では、一糸乱れぬ連帯を見ることができました。会員
の皆様には多大なる御協力を頂き、誠に感謝いたして
おります。ありがとうございました。
さて本日は「わたしはマララ」という本をご紹介い

高貴なる精神と純粋な愛情で応えてゆかなければなら
い・・私はそう思っています。

たします。約 1 年前の出来事です。テロの犠牲となり
頭に銃弾を受けた少女が居りました。少女の名は、マ

幹事報告（今村浩昭君）

ララ・ユフスザイ。イスラム武装勢力に銃撃された 16

1.熊本第4分区ガバナー補佐 村山陸奥雄様より IM 開催

歳の少女への銃弾は、彼女の教育を受けたいと願う気

のご案内が届いております。参加希望の方は事務局

持ちを止めることはおろか、学びたいという、ささや

東までお知らせください。

かながらも強い念いすら打ち砕くことはできませんで

2.熊本県 R 奨学会より新法人移行記念祝賀会のご案内

した。教育は己自身の為に成り、社会に貢献する姿勢

が届いております。参加希望の方は事務局 東までお

の基本となり、受けた教育に対し感謝する気持ちを芽

知らせください。

生えさせ育むものであります。そして、学ぶことの基

3.熊本東南 RC より創立30周年記念式典のご案内が届い

本にある心の大切さへも気付かせてくれます。我々ロ

ております。参加希望の方は事務局 東までお知らせ

ータリアンは、教育を必要とする子供達の切なる願い

ください。

を真摯に受け止めるべきだと思います。

4.中津 RC より創立60周年記念式典のご案内が届いてお

ロータリーでの奉仕活動の基本（根底）には、社会に

ります。参加希望の方は事務局 東までお知らせくだ

貢献し感謝する気持ちがあると思います。我々と同じ

さい。

く、ロータリアンの心を待っている世界中の子供達に

5.牛深 RC より創立50周年記念誌が届いております。

6.1月27日（月）19：00～クラブ協議会を行います。

新入会員自己紹介（2回目） 北口

誠君

7.2月10日（月）は通常例会です。
8.明日（1/21）午後より、研修会参加のため事務局不在
となります。よろしくお願いいたします。
出席報告（永井富士雄君）
会員数

出席数

出席率

６０名

３６名

63.16％

前々回
修正出席率

2回目の自己紹介となりますが、(株)キタグチとは別

９１．２３％

に(株)有明通商という会社も経営しておりまして、今回
出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

はそちらの業務内容を紹介させていただきます。ハイブ
リッド自動車からのネオジム磁石を回収しリサイクル

０名（会員数には含まれません）

に回す（触媒）、また自動車のエアバッグを回収し処理
業者へ回す等のリサイクル業務を行っております。

定例理事会報告
・2014年1月8日（水）熊本市域 RC 新春合同例会のご報告

委員会報告

他クラブから高評価をいただきました。

●米山奨学会委員会（野口泰則君）

・2014年度地区大会（3月15日～16日＠人吉市）について

1月分奨学金の支給が行われました。

多くの会員に参加協力をお願いします。
・神谷平吉会員の退会について
2013年12月31日をもって退会の承認。定款に基づき感謝
状を贈呈する。
・感謝状とは別に、永年在籍会員には記念品を贈呈する
ことが承認されました。
例会変更のお知らせ
○りんどう RC～合同例会のため日程変更

●親睦活動委員会（坂本幸樹君）

[変更前] １月２３日（木）１２：３０～

［結婚祝］

[変更後] １月１９日（日）１２：３０～
○西南 RC～親睦会のため日程変更
[変更前] １月２３日（木）１２：３０～
[変更後] １月２４日（日）１８：３０～
○平成ＲＣ～親睦会のため時間変更
[日

程] １月２９日（水）

[変更前] １２：３０～

［誕生祝］

山内昭徳君

１．９

星野知之君

１．６

平尾豊幸君

１．１１

丸田秀一君

１．７

現王園敏伸君

１．１９

浅山弘康君

１．８

堀川貴史君

１．２３

山内昭徳君

１．２２

喜讀宣友君

１．２５

赤澤

１．２９

[変更後] 未定
○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[日

程] １月３０日（木）

[変更前] １２：３０～
[変更後] １９：００～
[場

所] 未定

○西南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] １月３０日（木）

[変更前] １２：３０～

［結婚祝］

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程変更
[変更前] ２月１２日（水）１２：３０～
[変更後] ２月１４日（金）１８：３０～
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剛君

●会員卓話（渡邉秀章君）
「防水」について（鬼塚貴志君）

［誕生祝］
●スマイルボックス（三角雄介君）
○野口泰則君

Ⅹ

熊本市域 RC 新春合同例会の大成功と新年会ありがと
うございました。ホテル日航熊本の裏方のサービス・
料理も最高でした。熊本南ロータリークラブの栄光の
未来を祈念してスマイルします。
○堀川貴史君
熊本市域 RC 新春合同例会は皆様のご協力のもと、無
事乗り切ることができました。ありがとうございまし
た。鬼塚さん、卓話楽しみにしています。
○今村浩昭君
熊本市域 RC 新春合同例会、大変お疲れさまでした。
本日の鬼塚会員の卓話、楽しみにしています。
○鬼塚貴志君
本日卓話をさせて頂きます、鬼塚です。30分話せるネ
タが見つかりませんでしたが、一生懸命話させていた
だきます。無駄な30分になります。申し訳ございませ
ん。
○浅山弘康君
新年会、欠席をいたしました。お詫びのスマイルです。
本年もよろしくお願いいたします。
○後藤 博君
先日のクラブの新年会、すっかり忘れていました。今
年は新年会少ないなと思い、中州に行っていました。
どうも申し訳ございませんでした。鬼塚君の卓話、楽
しみにしています。
○北口 誠君

Ⅴ

先日の初例会では野口会長はじめ、野田様・会員の皆
様方に大変お世話になりました。改めてお礼申し上げ
ます。ゴルフ仲間と月1回のプレーをしていますが、
罰金を集めて一泊の旅行をするつもりでしたが、フィ
リピンの台風があり、その義捐金に使いました。皆が
快く賛同してくれたことがうれしく、スマイルさせて
いただきます。
○漆島典和君
「永遠の０」観ました。泣きました。後藤会員曰く、
心にしみる映画でした。濱田先輩より先に観ましたこ
と、心よりお詫びいたします。
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【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：2月6日（木）20:00～
場所：西部ガス
内容：チョコレート作り
日時：2月20日（木）20:00～
場所：西部ガス
内容：世界の結婚事情について
○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：2 月 5 日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
日時：2 月 16 日（日）
場所：熊本市街周辺
内容：第 3 回熊本城マラソンボランティア参加
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。

マララ・ユスフザイ（ユサフザイ）さん

襲撃事件後、国連でスピーチした内容より抜粋
「過激派、とりわけタリバンの息子や娘たちのために
教育が必要だと思うのです。」
「自分を撃ったタリバン兵士さえも憎んではいません。
私が銃を手にして、彼が私の前に立っていたとしても、
私は彼を撃たないでしょう。」「私の魂が私に訴えて
きます。穏やかでいなさい、すべての人を愛しなさい
と。」「1 人の子ども、1 人の教師、1 冊の本、そして
1 本のペン、それで世界を変えられます。」

【例会予定】
2/3

月間テーマ卓話 国際奉仕委員長 山本 円君

2/10 新入会員卓話 西川尚希君
2/17 新入会員卓話 岩野衆次君
2/24 未定
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