第 22 回例会記録（通算第 2590 回）
平成 26（2014）年２月３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

姉妹クラブ 台北大同扶輪社の創立 30 周年記念を盛り上げましょう！（卓話より）

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.会員卓話 西川尚希君

３/２

＠ホテルエミナース
米山奨学会歓送会
＠ホテルキャッスル

３/１５－１６ 2013-14 年度地区大会
＠人吉

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）

２/１５ クラブ管理運営セミナー

を CA に託されるそうです。リーダーとしての決断は勇気が要

先週月曜日（1 月 27 日）夜に第 3 回クラブ協議会が開催さ

るものです。もうひとつ例えるのでしたら登山も同じで、頂

れました。 各委員会より順調な活動報告をいただき、心から

上を目前にして引き返すのには勇気が要ります。一流は遺る

感謝申し上げます。報告内容から一部抜粋させていただきま

体力と食糧やメンバーの状況を見ています。二流は頂上を目

すと、新世代奉仕委員会における水球支援も 1 年早く行える

指し失敗を経験します。最悪自分か仲間の命を失う事になり

事と存じます。

かねません。要は、リーダーはいかなる状況においても決断

さて、1 月 28 日（火）は、第 3 回熊本市域ロータリー会長・

しなければなりません。いわゆる成功者はこれらの連続であ

幹事会があり、熊本市域各クラブの中期活動報告がございま

ると思います。ですが、成功した数だけ失敗も経験していま

した。また、2 月 1 日（土）に開催された第 2720 地区熊本第

す。成功した数が上回っただけです。失敗しなかった人は挑

4 グループ IM では、挑戦！未来の夢！その実現に向けて・・・

戦しなかった人とも言えます。だから成功者は腰が低いのだ

をテーマとして、PG・ARRFC・地区研修リーダー、木下光一様

と思います。しかし、いったん何か問題が生じたら、トップ

より 6RC の奉仕活動と「未来の夢」と題して講演がありまし

で戦い看板を守ります。大義を守ります。国を守ります。そ

た。当クラブからは、原新世代奉仕委員長が水球大会支援の

して、潔く散る覚悟も出来ています。だから日本人は桜が好

奉仕活動の紹介をされました。夜は懇親会としてカラオケ大

きなのでしょう。ロータリー精神はノーブレス・オブリージ

会が開かれ、当クラブから優勝者がでるという喜ばしいこと

ュ。高貴なる義務、高貴なる精神を基にした奉仕の道です。

もありました。

この道は永遠につづくことでしょう。

今週の紹介 BOOK はこちらです。「一流になれる人、なれな
い人の見分け方」著者は里岡美津奈氏。ANA の元 CA で、とて

幹事報告（今村浩昭君）

も有名な方です。本文より一部ご紹介させていただきますと、

1. 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

離陸はしたものの悪天候により飛行機が着陸できず引き返す

す。参加希望の方は事務局 東までお知らせください。

ことがございます。二流はブツブツ文句を言い、一流は多く

2. 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

の命を預かる機長に対して勇気ある決断を称えるメッセージ

いわゆる成功者はこれらの連続であると思います。
ですが、成功した数だけ失敗も経験しています。成功し
た数が上回っただけです。

ります。参加希望の方は事務局 東までお知らせください。

［結婚祝］

出席報告（永井富士雄君）
会員数

出席数

出席率

６０名

４４名

77.19％

出席規定適用免除者
名誉会員

前々回
修正出席率

８２．４６％

5名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）
［誕生祝］

例会変更のお知らせ
○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～

●スマイルボックス（三角雄介君）

[変更後] ２月１４日（金）１８：３０～

○野口泰則君・今村浩昭君

○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

2/1熊本第4分区 IM に参加の皆様、お疲れさまでした。原新世
代奉仕委員長報告、立派でした。また、懇親会のカラオケ大会で
堀川副会長優勝おめでとうございました。本日の卓話、塚本会員

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

よろしくお願いします。

[変更前] ２月２５日（火）１２：３０～

○坂本幸樹君

[変更後] ２月２２日（土）１３：００～

先週土曜日の IM でクラブ対抗歌合戦が開催されました。熊本南

［場 所］ 熊本市総合屋内プール

RC 代表の堀川会員は60点満点中59点を獲得され、見事優勝さ

○平成ＲＣ～夜例会に変更

れました。熊本南 RC の会員で本当によかったと思いました。ま

[変更前] ２月２６日（水）１２：３０～

た甘い歌声を聴けることを楽しみにしています。

[変更後] ２月２６日（水）１８：３０～

○堀川貴史君
カラオケ大会優勝しました。

委員会報告

○野田三郎君

●米山奨学会委員会（田邉信一君）

Ⅹ

先週末、私の長女 野田枝里が結婚式を挙げましたので、皆様

2月分奨学金の支給が行われました。

にご報告いたします。本来であれば、熊本南 RC の皆様にご案
内すべきところですが、人数の関係で熊本南 RC を代表して、野
口会長にご出席いただきました。また、披露宴の二次会では丸
山会員にお世話になり、ありがとうございました。
○濱田定勝君

2 月 1 日に外孫（野田三郎の長女）が結婚式を挙げました。

●親睦活動委員会（藤見泰之君）
［結婚祝］

Ⅴ

縁結びの労を取って頂いた松本会員ご夫婦に心からお礼を

［誕生祝］

塚本 侃君

2.7

野田三郎君

2.1

赤澤 剛君

2.10

山本 円君

2.1

星野誠之君

2.10

藤見泰之君

2.1

星野知之君

2.13

杉田辰彦君

2.9

川越 武君

2.27

髙宮 宏君

2.10

渡邉秀章君

2.13

平尾豊幸君

2.13

木村弘訓君

2.14

塚本 侃君

2.17

藤井宏樹君

2.20

申し上げます。野口会長にはご来賓としてご出席いただき、
ありがとうございました。感謝をこめてスマイルいたします。
○渡邉秀章君

Ⅲ

今週末、アメフトをしていた二男が大阪で結婚式を行います。一
人暮らしをしていた大学の時から二男を支えてくれた心優しい娘
さんです。先方のお父さんはかわいい娘を嫁に出すショックで毎
日泣いておられるそうです。私も一番下は娘なので他人事では
ありません。嬉しさプラス複雑な思いも込めてスマイルします。

2

○寿崎 肇君

災地を見学しましたが、会う人ごとに日本語でお礼を言われ、

日台ロータリー親善会議の2日間楽しく参加させていただき、無

恐縮した記憶があります。歓迎の言葉の続きは鳥山頭ダムの建

事帰国いたしました。ありがとうございました。今日は節分、本妙

設功労者八田与一氏の墓地の周りや、八田与一記念館の周りに

寺で豆まきをしますので早退させていただきます。卓話をお伺い

も。日本の土屋亮平パストガバナーが3年にわたり桜の木を毎

できず大変残念です。申し訳ございません。

年100万円ずつ植えられました。春には桜の花が咲き、心温ま

○喜讀宣友君

る思いでいっぱいです。土屋パストガバナーは今後も毎年100

仕事が忙しかったので久しぶりの例会出席になります。お詫びと

万円の桜を植え続けると話しておいででした。頭が下がる思い

皆様にお会いできる喜びのスマイルです。

です。台湾のロータリアンもこぞって桜を植え始め、今後は湖

○渕田俊郎君

中の島に植え「ロータリーの桜島」にする予定です、とのこと。

本日所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

今後日台ロータリー親善会議は更に一層の親睦を深め、強い絆

○星野誠之君

を更に固くし、親善交流のみならず国際の理解と世界平和に貢

本日は熊本市の委員会出席のため早退させていただきます。

献できるよう、お互い努力しましょうとのお話でございました。

お詫びのスマイルです。

台北大同 RC 創立30周年記念式典には頼氏もご出席なさると思

○現王園敏伸君

います。今日の穀倉地帯を築いた八田ダムの見学を日本が輸出

本日所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

した新幹線に乗って見学するのは如何でしょう？創立30周年
記念式典には熊本南 RC あげて参加しようではありませんか。

第4回日台親善会議報告（寿崎

肇 PG）

日台親善会議総裁の板橋パストガバナーのお話。板橋氏は米山

1月25日大会前夜の18：30よりアンバサダーホテルにて日本

奨学会理事長でもあります。台湾からの米山奨学生が帰国後

からのロータリアン参加者と台湾のロータリアン合同懇親会

「学友会」を1983年に創立し、毎年12月に盛大な学友会を開催

が和気藹々と楽しい中行われました。私は台北大同 RC の張育

します。アジアで5か国に学友会があり、私は毎年5か国で参加

宏 PG に案内をしていただき参加しました。翌日1月26日の日台

しています。ロータリーの勉強と同時に楽しく元気の出る一大

親善会議も張 PG に案内いただき、丸山大飯店まで迷子になら

ショーを拝見し、台湾ロータリアンのエネルギーの源泉を学び

ずに参加できました。海外での姉妹クラブは有難いとしみじみ

ました。台湾ロータリアンのエネルギッシュかつ強力なバック

思いました。台北大同 RC は熊本水前寺公園 RC と友好クラブと

アップに依り黄其光国際ロータリー会長エレクトが世界のロ

のことで、4月に台北大同 RC の創立30周年記念には多くの方が

ータリアンの活性化を実現されますことを祈念申し上げます

参加されるとのことでした。熊本南 RC は姉妹クラブですので、

とおっしゃっていました。その他日本・台湾の方々20名近くに

全員登録の意気込みで参加いたしますと、台北大同 RC の方々

お互いの国を尊敬するお話など伺うことができました。

も感激し喜んで下さるのではと思います。是非是非よろしくお
願いいたします。第4回日本台親善会議は台北大山大飯店で行

●会員卓話（渡邉秀章君）

われました。この会議は2008年5月12日に第1回が東京で開催さ

「台北大同扶輪社 創立30周年」について（塚本

侃君）

れ、2年間隔で行われ今年が4回目です。今回日本からの参加者
は400名強、合計800名ほどだったと思います。台湾で感じます
ことは、今日本では忘れられた往年の日本の良さを持っている、
ということです。台湾の正月（旧正月）は1月31日年末商戦で
街は日本以上に華やかでした。大会プログラムは12時受付、1
時半入場、2時から獅子舞の余興があり点鐘で開会。両国国歌

1.1984～1985年（昭和59～60年）

斉唱とロータリーソング。歓迎の挨拶は日本でのロータリー会

会長

議にいつも出席されている、台日国際扶輪親善会理事長 頼崇

①昭和59年9月22日

賢 PG。お話は日本からの板橋敏雄総裁。前川昭一名誉総裁。

神谷平吉

幹事

吉本栄一

寿崎理事 台北大同 RC 訪問、同 RC 例会出席

吉田建二議長はじめ、日本のロータリーの先輩方。ガバナー・

②昭和59年10月1日

ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・パストガバナー、岩尾

理事会で台北大同 RC との姉妹クラブ締結決定

碩事務総長など。また、来賓として、台北市長 郝龍斌氏・亜

③昭和59年10月11日

東関係協会会長 李嘉道氏・日台交流協会代表 樽井澄夫氏・台

台北大同 RC 蔡会長・童幹事を始め6名の会員が来熊

湾ロータリーの光、国際ロータリー会長エレクト 黄其光氏の

④昭和59年11月3日

お話もございました。2009年8月8日台湾南部の災害の際、日本

台北大同 RC より姉妹クラブ提携についての正式回答

から多額の義捐金と赤十字台北分社との共同により被災地に

⑤昭和59年11月4日

避難家屋の建設をいたしました。被災者から大変喜ばれました。
私はこの翌年 RI 第3480地区大会に RI 会長代理として参加し被

3

熊本南 RC より姉妹クラブ提携についての正式回答

⑥昭和59年12月6～9日

7.2005～2006年（平成17～18年）

台北大同 RC 姉妹クラブ締結準備のため清水副会長を団長

会長

とする6名の会員からなる使節団、台北訪問

①平成17年8月

⑦昭和60年2月26日

宮本紀一郎

幹事

高田肇

短期青少年交換として台北大同 RC へ会員の子弟8名送出

世界社会奉仕ジョイントプログラム瑞穂ロータリー公園

8.2006～2007年（平成18～19年）

寄贈式典 出田（友）次期会長・吉本幹事出席

会長

⑧昭和60年2月27日

鈴木勝志

幹事

音羽亮二

①平成18年7月23日～28日

台北大同 RC との間で姉妹クラブ締結式（台北）、締結式に

短期青少年交換として台北大同 RC から会員の子弟5名受

は会員22名・夫人12名・江南 RC1名の合計35名が出席

入

⑨昭和60年6月3日

②平成19年3月28日

台北大同 RC より例会訪問

台北大同 RC 創立23周年記念式典が開催され、当会会員3

年祝いの会と台北大同 RC の歓迎会開催

名が出席

2.1985～1986年（昭和60～61年）
会長

出田友三郎

幹事

青少年短期交換事業については、お互いに創立25周年及び
山永健喜

創立50周年記念事業を控えているので、次次年度の短期青

①昭和61年3月6日から10日

少年交換事業は中止する

台北大同 RC 創立2周年記念行事に山永幹事始め会員15

9.2007～2008年（平成19～20年）

名・夫人5名参加

会長

3.1986～1987年（昭和61～62年）
会長

藤木達士

幹事

野田三郎

幹事

①平成19年8月9日～14日

堀川清史

短期青少年交換として台北大同 RC へ会員の子弟送出

①昭和62年3月5日から10日

10.2008～2009年（平成20～21年）

台北大同 RC 創立3周年記念行事に出席し、姉妹クラブ提携

会長

を更新

短期青少年交換事業中止

4.1987～1988年（昭和62～63年）
会長

音羽昭郎・高津城徹

幹事

鈴木勝志

会長

侃

幹事

東矢憲一郎

渕田俊郎

幹事

際田俊一

①平成21年7月26日～31日

台北大同 RC 創立4周年記念行事に出席し、短期青少年交換

短期青少年交換として台北大同 RC 会員の子弟受入

事業の実施について協議

12.2010～2011年（平成22～23年）

②昭和62年8月7日から12日

会長

短期青少年交換の送出

久峨章義

幹事

後藤

博

①平成22年8月6日～11日

③昭和63年2月7日～12日

短期青少年交換として台北大同 RC へ会員の子弟送出

短期青少年交換の受入

13.2011～2012年（平成23～24年）

④昭和63年3月

会長

台北大同 RC 創立4周年記念行事への出席は、音羽会長死去

堀川貴史

幹事

野口泰則

東日本大震災及び福島原発事故のため短期青少年交換とし

のため欠席

て台北大同 RC 会員の子弟受入中止

＊以降、短期青少年交換事業は中断がありながらも継続してお

14.2012～2013年（平成24～25年）

り、その他交流も行われている。

会長

以下、ここ数年の主な交流
幹事

浅山弘康

幹事

漆島典和

①短期青少年交換として台北大同 RC へ会員の子弟送出

5.2003～2004年（平成15～16年）
林實信

塚本

11.2009～2010年（平成21～22年）

①昭和62年3月5日から10日

会長

堀川貴史

15.2013～2014年（平成25～26年）

矢毛石豊

会長

①平成15年11月

野口泰則

幹事

今村浩昭

①平成25年8月3日～8日

台北大同 RC との姉妹クラブ協議会を開催、次年度から青

短期青少年交換として台北大同 RC から会員の子弟3名受

少年短期交換事業を実施することに決定

入

6.2004～2005年（平成16～17年）
会長

中川和弘

幹事

久峨章義

その他のジョイントプログラムとして中正記念堂における桜

出水南中学校生徒が作成した環境問題に関する絵画でカレ

並木及びツタ類の庭園

ンダーを作成し、台北大同 RC から台北市内の学校や職場に
配布して貰う
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