
 
 

 

 

 

 

星野知之会員 、楽 しい卓 話をありがとうございました！ 

 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1.国際ロータリー第2720地区ガバナーエレクト小山様

より2014-15年度ポリオプラス委員長の委嘱状が届

いております。 

2.熊本第4分区ガバナー補佐 村山陸奥雄様より IM開催

のご案内が届いております。参加希望の方は事務局 

 東までお知らせください。 

3.熊本東南 RCより創立30周年記念式典のご案内が届い

ております。参加希望の方は事務局 東までお知らせ

ください。 

4.中津 RCより創立60周年記念式典のご案内が届いてお

ります。参加希望の方は事務局 東までお知らせくだ

さい。 

5.熊本東 RCより創立50周年記念式典のご案内が届いて

おります。参加希望の方は事務局 東までお知らせく

ださい。 

 

会長報告（野口泰則君） 

今年の桜開花予想は 3 月 20 日との事です。ようやく

春の話題が一つ出て参りました。  

季節用語のなかに、休眠打破という言葉がございます。 

自然の不思議で、開花前にぐっと気温が下がるとそれ

は美しい濃いピンク色の大輪の花が咲き誇ります。自

然の摂理とは言え、厳しい経験をしないと美しい花は

咲きえません。花々が開花するさまは、まさに我々の

人生と同じであり、我々もロータリーの精神に則り、

日々研鑽を積む事が必要と花々が教えてくれている様

にも思います。 

先日、「永遠の０」の原作を読みました。日本は高

貴なる精神を持つ国であると、ひしひしと感じ入りま

した。そして、この精神観を持つ日本や日本人を、世

界の人々は注目していると私は確信致しましたが、し

かしこの恵まれた現状に居る我々は、今一度原点に立

ち返る必要があるとも考えます。ロータリアンの精神

の基本には感謝や友愛があり、社会の為に成る越我の

奉仕が、さらにロータリアンの精神を育みます。この

理念を若い世代も含め我々が改めて願い行なう事

が、これから先の未来に大切とされるものと考えて

おります。皆様はいかがお考えでしょうか？ 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・委員会報告 

4.会員卓話 塚本 侃君 

       

         

  

        

  
 

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 

２/１５ クラブ管理運営セミナー 

＠ホテルエミナース 

３/１５－１６ 2013-14年度地区大会 

＠人吉 

 

第 21 回例会記録（通算第 2589 回）  

平成 26（2014）年１月２７日  

   

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 
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6.2013-14年度地区大会の登録締切が1/31（金）までと

なっております。1/30（木）までに事務局 東まで回

答をお願いいたします。 

7.熊本県暴追運動センターより「暴力追放くまもと」が

届いております。  

 

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 

６０名 ３５名 62.50％ ８５．７１％ 

出席規定適用免除者 5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 

○西稜 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] １月２７日（月）１８：３０～ 

[変更後] １月２４日（金）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～ 

[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）１２：３０～ 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ２月４日（水）１２：３０～ 

[変更後] ２月４日（水）１７：３０～ 

［場 所］ さかな市場 

○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～ 

○江南ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日  程] ２月１９日（水）１２：３０～ 

[場  所] ホテルエミナース 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ２月２５日（火）１２：３０～ 

[変更後] ２月２２日（土）１３：００～ 

［場 所］ 熊本市総合屋内プール 

○平成ＲＣ～夜例会に変更 

[変更前] ２月２６日（水）１２：３０～ 

[変更後] ２月２６日（水）１８：３０～ 

 

 

新入会員自己紹介（3回目） 北口 誠君 

 

 

 

 

 

 

 

 新入会員の北口です。今回3回目となります自己紹介

をさせていただきます。私は昭和38年生まれの50歳です。

生まれも育ちも熊本です。小学校から高校までサッカー

をやっておりました。2～3年前よりゴルフを始めたので

すが、始めたら面白いということに気付きました。機会

がありましたら会員の皆さんとも是非ご一緒したいと

思っております。また、今期は例会出席率100％を目指

し、頑張ります。今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

2014-15年度ポリオプラス委員長委嘱状伝達式 

 

 

 

 

 

 

 

久峨章義君が2014-15年度ポリオプラス委員長に任命さ

れました。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（山本博史君） 

縦書きの表紙 

この火祭りの写真は、長野県北部の野沢温泉村で年

1月15日に行われる道祖神祭りで、国の重要民俗無形

文化財に指定され、日本の3大火祭りのひとつだそう

です。野沢温泉を代表する総代を総元締めとして祭り

を準備し、執り行うのは厄年を迎えた数えの42歳・41

歳・40歳の男たちと、同じく厄年の25歳の青年たちで

す。手前の飾りのついた初灯籠の奥、勢いよく燃えか

けているのが社殿といわれるもので、高さが18ｍほど

の5本のブナのご神木の中ほどの高さにしつらえてい

ます。8ｍ四方の広さがあって、ここに42歳の男たち

が陣取っています。その社殿に火をつけようとする村

人たち、阻止するのは25歳の青年たち。その攻防が見

ものらしい。野沢温泉村は野沢菜で有名なスキー場で

もありますが、この火祭りのときは人口3千数百の村

に6千人もの見物客が押し寄せるそうです。 
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横書きの表紙 

 出雲大社の正月行事の「吉兆さん」です。毎年1月3日

「歳徳神」と刺繍された吉兆のぼりを立てた氏子の行列

が、旧大社町の各地区から繰り出し、奇体な面をかぶっ

た「番内さん」に先導されて練り歩く。出雲大社にお参

りをして、最後に出雲大社の宮司さん宅に行って新年の

挨拶を交わすのだそうです。写真は、神楽殿の大きなし

め縄の前での集合写真です。この吉兆人事の起源は定か

でないが、高さ4ｍ～6ｍほどもある豪華なのぼりは、江

戸時代に作られたものが十数本もあるということで、ず

いぶん昔からつづいていることは間違いありません。 

横書きのページより 

 1月はロータリー理解推進月間ということで、2012-13

年度国際ロータリー田中作次会長より、RI 会長年度を振

り返って1「世界の国々で見たこと、感じたこと」が寄

稿されています。 

P8-11 私たちがロータリーで見つけた幸せをできるだ

け多くの人に知っていただきたい。そして、世界各地を

訪問し、多くの子供たちが地域のロータリーの活動で救

われていることを知りました。また、ロータリーの精神

こそが平和な世界を築くための精神であり、「超我の奉

仕」は、人はみな自分だけでは生きていくことができな

いことを教えてくれます。 

P11-12 日本と韓国のロータリーの比較 

会員動向 会員数は日本が約11万人、韓国6.2万人であ

るが、この10年間で日本の会員数が24％減少しているの

に対し、韓国は23％増加している。 

会員の性別 日本は95％が男性・5％が女性であるが、

韓国は85％が男性・15％が女性である。会員の年齢、日

本は60～69歳の会員が33％で最も多く、韓国では50～59

歳が39％と最も多い。世界的に見ても50～59歳が最も多

いことを考えると、日本の年齢構成は高いようである。 

ロータリー歴 日本が10年以上の人が55％であるが、韓

国は1～2年・3～5年・6～10年・10年以上の各年数にお

いてほぼ同数である。 

クラブの例会時間 日本は90％が11：00～14：00までで

あるが、韓国では19：00以降が約半数である。 

例会の曜日 日本・韓国とも火曜、水曜、木曜に集中し

ている。 

ロータリー理解推進月間につき、名古屋和合 RC よりワ

ールドフード+ふれ愛フェスタ、相模原南 RCからは「あ

つぎ鮎祭り」でポリオ撲滅キャンペーン等の寄稿文が掲

載されています。 

「実践」の情報を共有と題し、第42回ロータリー研究会

リポートが掲載されています。 

 

 

 

縦書きのページより 

 P72の写真は、6月下旬の1万株のあじさいが咲く丹波

あじさい寺観音寺の写真ですが、観音寺の住職である、

小籔実英さんの2013年4月7日第2680地区 IM 記念講演の

要旨が寄稿されています。この中の気になった言葉に、

弘法大師の「それ、仏法遥かにあらず、心中して即ち近

し」-ものの優劣で価値が決まるのではなく、心や精神

の高い低いで人の値打ちが決まる。仏法とか仏様という

のは遥かかなたにあるのではなく、心の中、即ち一番近

いところにある-ということ。生きていたら楽しいこと

ばかりでなく、辛いこともある。その時にそのことをど

うとらえるかで、人生は大きく変わっていきます。辛い

ことは嫌だ嫌だと思えばストレスになる。負けないぞ負

けないぞと思えば根性となる。前向きに自分にプラスと

なるように捉えて生きていく、これが人生を有意義にお

くるコツだと書かれています。また、一つの言葉で人生

が大きく変わることがあります。そういう元気が出たり、

やる気を起こすような言葉には大きな力があるとも書

かれています。「やまない雨はないように、終わりのな

い悲しみもない。」弘法大師・空海の教えは前向きです。

人生も物事を前向きに、自分に肯定的に考えていくこと

が大事だとも書かれています。 

  

●スマイルボックス（古財良一君） 

○野口泰則君・堀川貴史君 

 寒い朝でした。車もエンジンがかからず、タクシーで

きました。本日の卓話は会員卓話です。星野さん、期

待の星の卓話、楽しみにしています。 

 

○星野知之君 

 本日は卓話の機会をいただき、ありがとうございます。

また、誕生プレゼントもありがとうございました。卓

話とプレゼントに対し、感謝のスマイルです。 

 

○北口 誠君 

 先日の鬼塚さんの卓話大変お疲れさまでした。近々私

にも卓話依頼があると聞き、他人事ではないと思い、

鬼塚さんのようにうまく出来るか心配です。鬼塚さん、

本当にお疲れさまでした。 

 

○古財良一君 

 オハイエくまもとが「くまもと県民文化賞」をいただ

きました。 

 

○塚本 侃君 

 本日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

です。 
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●会員卓話（渡邉秀章君） 

 「朝日生命の未来と奇跡」について（星野知之君）  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

2/10（月） 新入会員卓話 西川尚希君 

2/17（月） 新入会員卓話 岩野衆次君 

2/24（月） 外部卓話 明石祥子様 

（フェアトレードタウン国際会議in熊本） 

 

【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。 

 

 

 


