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第 3 回熊本城マラソン ボランティア参加の皆さん、大変お疲れさまでした！
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そして彼らの心身共に成長した姿に出会える事を皆とても楽
しみにしております。

会長報告（野口泰則君）

では、BOOK シリーズ第 4 弾と致しまして、重茂達氏著、
「チ

先ず私事ですが、体調不良により先週から今週に掛けて行

ャンスはピンチの顔をしてやってくる」をご紹介致します。

われました、クラブ研修リーダー・管理運営セミナー・第 3

人生は常に好運に満ちあふれている。運は自力、自助努力の

回熊本城マラソン奉仕活動などの、全ての行事を欠席しまし

方がつかみやすい。適当でよいは悪魔のささやき。禍転じて

た事をこの場をお借り致しまして関係の皆様方に深くお詫び

福となす。など、読み進みゆく内に目先の損得では無く、自

申し上げます。また多大なるご迷惑をお掛け致しました事、

分自身の成長のために仕事をする意識、姿勢、人格を見つめ

誠に申し訳ございませんでした。季節の変わり目に差し掛か

なおす契機になると思います。更に、物事の捉え方を変えな

るこの時期、皆様方におかれましても、どうか御自愛下さい。

い限り、新しい解決策は湧いてこない。自ら動けば風が起こ

そして今夜行われます、星野知之会員・北口誠会員・西川尚

る。自分が起こした風に乗って突き進もう。など、本書には

希会員の新入会員歓迎会は出席致しますので、どうぞよろし

「奉仕の理想」を顕現させるに繋がる記述もあるように思い

くお願い致します。

ます。

先週より、九州をはじめ西日本から関東、東北にかけ南岸
低気圧の接近に伴い、地域によっては記録的な積雪を観測致

出席報告（永井富士雄君）

しました。この記録的な積雪は、通行止めが幾日も続く禍を
もたらしましたが、転じて近隣有志による無償の炊き出しや

会員数

出席数

出席率

助け合いの姿を見るにつけ、奉仕の心に輝く美しき姿を我々

６０名

４４名

78.57％

前々回
修正出席率

８５．９６％

に示してくれました。さて嬉しいニュースと致しましては、
明日 2 月 18 日より、斎藤会員・今村幹事・塩井世界社会奉仕
委員長・山内会員と私の 5 名で、タイプロジェクトの活動を
行って参ります。今年もメコン寮の子供達 55 名との再会、

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（今村浩昭君）

熊本東南 RC 創立30周年記念式典のご案内

1. 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

佐野 茂様

松本 繁様（熊本東南 RC）

ります。参加希望の方は事務局 東までお知らせください。
2. 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。
3.ロータリー手帳お買い上げのお願いが届いております。購入
希望の方は注文書にご記入願います。
4.都合により2/24（月）例会場は5F「阿蘇 D」に変更となりま
す。ご注意ください。

4/19（日）14：00～受付

ホテルキャッスル熊本にて行われる、

熊本東 RC 創立30周年記念式典のご案内がございました。
例会変更のお知らせ
○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

委員会報告

[変更前] ２月２５日（火）１２：３０～

●社会奉仕委員会（園田修司君）

[変更後] ２月２２日（土）１３：００～
[場

2/16「第3回熊本城マラソン」ボランティアの報告

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～
○りんどうＲＣ～親睦会のため場所変更
[変更前] ２月２７日（木）１９：００～
[場

所] おはこ銀座通り店

●雑誌委員会（山本博史君）

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更

縦書きの表紙は、島根県松江市にそびえる松江城の武者行列

[変更前] ３月３日（月）１８：３０～

で、松江城の開祖である堀尾吉春の松江城入城を再現したもの

[場

です。写真は、武者行列のポスター作製の際に松江城で行われ

所] 日本料理 おく村

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会

た撮影風景のワンショットです。武者行列は法螺武者を先頭に、

[変更前] ３月１０日（月）１８：３０～

城主吉春公、奥方、姫君などをはじめ、騎馬武者や鉄砲隊、弓隊

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更

など約200人の行列がメインストリート約2.5キロを行進して入城しま

[変更前] ３月１１日（火）１２：３０～

す。その途中では、演舞の披露や商店街のイベントが催され、沿

[変更後] ３月１１日（火）７：００～

道は見物の市民でにぎわいます。今地元では山陰のシンボルで

[場

ある松江城天守の国宝指定を目指し、「松江城を国宝にする市民

所] 県民総合運動公園

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

の会」を中心に運動を盛り上げています。

[変更前] ３月２５日（火）１２：３０～

横書きの表紙は、雪洞の中で並んだ可愛い目の雪だるま。これ

[変更後] ３月２９日（土）１２：００～

は石川県白山市白峰地区の白山の麓で真冬の夜に開催される

[場

「白峰雪だるままつり」の写真です。白峰地区の住民にとって雪は

所] 寺田邸

厄介なものですが、これを逆手にとって、観光客を集めて村の活
熊本東 RC 創立50周年記念式典のご案内

性化につなげようと、1990年に村の青年団が中心になって始めた

永瀬邦治様・古閑謙二様（熊本東 RC）

のが「雪だるままつり」です。はじめは各世帯が家族の人数だけ作
っていたが、次第に盛んになり、今では全国から多くの観光客や
カメラマンが訪れるようになり、雪の珍しい東南アジアの留学生と
思しき若い人達も増えているそうです。
縦書きのページ
「平和」という題目で、現在福島在住のカンベンガ・マリールイズ
さんが寄稿されています。この方は78ページ、左下写真の女性で、

7/13（日）15：00～受付 ホテルキャッスル熊本にて行われる、

1965年コンゴ生まれの48歳。1993年青年海外協力隊カウンター

熊本東 RC 創立50周年記念式典のご案内がございました。

パートナーとして福島文化学園にて洋裁研修、1994年2月にルワ
ンダへ帰国後に内戦が激化、94年4月に隣国コンゴの難民キャン
プに移り住み、爆弾・戦火の中の生活を体験されました。その後、
日本政府は難民の受け入れはしませんが、留学生としては来るこ

2

とができることから1994年12月28日に福島市の桜の聖母短期大学

●スマイルボックス（三角雄介君）

に留学生として再来日し、日本での日常生活の中で平和というも

○永瀬邦治様・古閑謙二様（熊本東 RC）

Ⅲ

のを実感されたようです。また、ルワンダで自分の名前も読めない、

熊本東ロータリークラブは今年50周年を迎えます。本日は熊本

書けない子供がいること、そして明日の生活が見通せない若者が

南ロータリークラブの皆様にご案内に伺いました。熊本東ロータリ

いること、また、そのような若者を利用する知識ある政治家がいた

ークラブは熊本ロータリークラブをスポンサーとして、昭和39年、

ことを考え、教育がいかに大切であるかを感じ、「ルワンダの教育

熊本県で8番目のクラブとして発足いたしました。7月13日に創立

を考える会」を立ち上げ、その後ルワンダのキガリに学校を建設し、

50周年記念式典を開催いたしますので、ご多用中とは存じます

未来の子供たちのために活動されています。

が、多数の皆様のご参加をよろしくお願い申し上げます。

「わが町・・・そしてロータリー」今回は福岡市です。伝統を守り伝

○佐野 茂様・松本 繁様（熊本東南 RC）
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統をつくる博多伝統手職人連盟が1990年に発足し、「名匠展」が2

来る4月19日（土）、熊本東南ロータリークラブの創立30周年記念

年に1度開かれ、昨年12月24日から4日間アクロス福岡で行われ

式典・祝賀会を開催いたします。ご多忙のところ恐縮に存じます

た内容を述べられています。

が、ご光来いただき、激励のお言葉など賜りますよう、お願い申し

横書きのページより

上げます。本日は式典のご案内に参上いたしました。

2月は世界理解月間です。国際ロータリーの田中作次前会長よ

○野口泰則君・今村浩昭君・堀川貴史君・井上雅文君・

り RI 会長年度を振り返って2とし、平和への願いという題で寄稿さ

原 裕一君

れています。その中で、軍国主義の結末から平和を選択した決断

当クラブ来訪者の熊本ロータリークラブ 木下修様、熊本東ロー

の結果、目覚ましい経済発展を遂げ、安全な環境・教育・暮らしの

タリークラブ 永瀬邦治様・古閑謙二様、そして熊本東南ロータリ

向上を手に入れた。そして、個人のニーズより社会のニーズを重

ークラブの佐野 茂様・松本 繁様のご来訪を心より歓迎いたし

視するのは日本の文化と切り離せない価値観です。ロータリーの

ます。本日の卓話者、新入会員の岩野さんのお話とても期待し

中核にある、奉仕の力にある信念ですが、奉仕を優先することで

ています。また、今夜の那由多での新入会員歓迎会、とても楽し

自分より他者のニーズが優先され、人々が抱える困難に対し深い

みにしています。

同情の心が生まれます。奉仕を通じて互いの違いに寛容になり、

○寿崎 肇君

周囲の人に感謝の気持ちを抱き、理解しようとします。そしてその

熊本東 RC さんの50年に亘る奉仕活動おめでとうございます。熊

理解の中から他者への尊敬の気持ちが芽生え、そして平和な暮

本東 RC の佐野先生には管理運営セミナーでご指導をいただき

らしをもたらします。会長年度に「ロータリー世界フォーラム」を3回

ありがとうございました。熊本東 RC さんの20周年の時に熊本東

開催されましたが、その中でロータリアンや地域のリーダーと平和

南 RC のスポンサークラブとして熊本東南 RC を誕生させました。

の決意を固めました。また、職業プログラムを提供したり、子供の

熊本南 RC から野田ガバナーがお世話になります。我が熊本南

遊び場を修理したり、他のクラブと協力しポンプをアフリカに設置

RC あげて参加しお祝いさせて頂こうではありませんか。おめでと

したりする活動は、直接平和への構築に関連性がないように見え

うございます。

ても、実はこのような活動こそが平和への構築に繋がっています。

○高宮 宏君

Ⅱ

私達はロータリーの活動を通じて、また、ロータリアン同士が力を

本日ご来訪の熊本東 RC 古閑様・永瀬様、熊本東南 RC の佐野

合わせて平和を構築するのです。平和は一人の人間、または一

様・松本様、ようこそいらっしゃいました。熊本東 RC さんには35

国の政府だけでは成し遂げられません。平和の実現という目標に

年前より5年間在籍しましたし、熊本東南 RC は熊本城東 RC 創

向かって人々が協力すること、コミュニケーションを取り、力を合わ

立時のスポンサークラブです。クラブ創立時のキーメンでした。両

せて、互いの観点を理解しようと努めることで実現します。平和は

クラブの祝典には喜んで出席いたします。

異文化間の友情から始まり、寛容な姿勢というシンプルなことから

○高宮 宏君

始まります。平和は、人は自分だけでは生きられないことを認識し、

熊本ＲＣの木下会員、ようこそいらっしゃいました。心より歓迎い

世界をより良い場所にしようとする決意から始まるのではないでし

たします。

ょうか。

○原 裕一君・園田修司君・渡邉秀章君・星野知之君

広がる つながる 国際親善の輪ということで、東京八王子 RC・

昨日、熊本城マラソンのボランティアに参加してきました。ランナ

岩槻中央 RC・川口北東 RC・郡上長良川 RC・御殿場 RC/東京米

ーからは疲れているのに、よく感謝の言葉をかけてもらいました。

山友愛 RC 他より寄稿されています。

とても素晴らしい体験でした。井上雄一朗会員、すばらしい走り

20ページより、学友会の連帯と活動を求めて！ということで、第

でした。

3回 日本ロータリー学友全国大会開催について書かれています。

○堀川貴史君

23ページから会費の使われ方、また、40ページからポリオを撲滅

昨日、熊本城マラソンボランティア参加の皆様、大変ご苦労様で

するためには、ということで、セービンワクチン研究所副所長のシ

した。参加できずすいませんでした。当クラブの参加した皆様と

ロ・デ・クアドロスさんの専門分析が書かれています。

関係者の皆様、また頑張ったランナーの皆様へ感謝してスマイ
ルいたします。
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○永井富士雄君

モバイルの進化は著しく、ドコモでは 10 年ごとに「10 年後に

熊本城マラソンボランティア参加の皆さん、昨日は大変ご苦労様

はケータイでこんなことができるようにしたい、ケータイでお

でした。私も息子の応援で参加しました。皆さんの元気な姿を見

客様の生活をこんなに便利にしたい」という夢を描き、シナリ

て感動と勇気を与えられました。息子も3時間台で完走することが

オを創って追いかけています。

できました。

さて、2020 年ビジョン「ＨＥＡＲＴ」は、次の意味があり

○井上雄一朗君

ます。

祝 フルマラソン初挑戦初完走。半年前88キロあり、2キロしか走

Harmonize： 国・地域・世代を超えた豊かな社会への貢献

れなかった男が妻のサポートのおかげでここまでこれました。妻

Evolve ： サービス・ネットワークの進化

に感謝しスマイルいたします。ただ懲りました。これからはゴルフ

Advance ： サービスの融合による産業の発展

に力を入れます。

Relate ： つながりによる喜びの創出

○岩野衆次君

Trust

： 安心・安全で心地よい暮らしの支援

本日は卓話の時間をいただきありがとうございます。テーマの選

映像をご覧ください。ＳＦの世界のようでしたが、いかがでし

定で少し悩みましたが、頑張ります。

たでしょうか？

○星野知之君
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2000 年の頃、今から 14 年前になりますが、私たちは 2010

結婚祝いありがとうございました。12回目の結婚記念日でしたが、

年ビジョン「ＭＡＧＩＣ」という映像を見せられました。その

我ながらよく続いたなと思っております。これからも頑張ります。

中では、ケータイだけで買物をするシーンや、ケータイに話し

○渡邉秀章君

かけて必要な情報を調べてもらうシーンがありました。当時、

本日の新入会員歓迎会、所用のため欠席させていただきます。

私たち社員でさえこんなことできるわけがないと思っていま

星野さん・西川さん・北口さんには卓話をお願いしておきながら、

したが、今では実際におサイフケータイ、先日ご覧いただいた

お礼の盃もできず申し訳ありません。お詫びのスマイルです。

外国語での対話など・・・、7 割がたは実現しています。

○浅山弘康君

弊社には横須賀にＲ＆Ｄセンタという世界でも有数の研究

所用のため早退いたします。

所を持っています。もうすでに目で操作する技術などはほとん
ど実用化のメドができていると聞いています。2020 年、先ほ

●会員卓話（渡邉秀章君）

どご覧いただいた映像のうち 7 割くらいは実現すると信じて

「2020年の携帯の世界」岩野衆次君

います。現実の競争は厳しい状況ですが、ケータイを使ってお
客様の生活を便利にしたいという思いはどこにも負けません。
今後ともよろしくお願いします。
【例会予定】
3/3

タイプロジェクト報告 世界社会奉仕委員長 塩井泰明君

3/10 新入会員卓話 北口 誠君
ＮＴＴドコモ熊本支店の岩野です。昨年 7 月に入会しました。
本日は卓話の時間をいただきありがとうございます。私は転勤

3/17 外部卓話 前原栄輔様（NPO法人 HITO PROJECT）
3/24 外部卓話 新本高志様（トタン屋根のケーキ屋アラモート）

族でして、この 10 年ほど、沖縄・宮崎・熊本で勤務していま
す。熊本は 3 年ぶり、2 回目の勤務になります。ロータリーク

【RAC・IACの例会日程について】

ラブには宮崎の時に入会しましたので実質 4 年目になります。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

新入会員の卓話も 2 回目になりますが、宮崎の時は、自己紹介

日時：3月6日（木）20:00～

と私の経験から「沖縄・熊本・宮崎」の面白比較というテーマ

場所：西部ガス

でお話ししました。今日は「2020 年のケータイの世界、10 年

内容：RC卓話（社会奉仕委員会）

後ケータイの世界はどうなっているか」というテーマでお話し

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

します。私は、この移動通信の業界には、もう 30 年近く携わ

日時：3 月 5 日（水）16：00～

っています。入社はＮＴＴですが、2 年目のとき、ある日突然、

場所：国府高校「大会議室」

「ポケットベルの会社に出向しないか」と声をかけられ、それ

内容：未定

以降ずっと移動通信業務に携わっています。今でこそ、携帯電
話も全国で 1 億 3 千万台も普及していますが、当時、携帯電話

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、

というと重さも 3ｋｇもある肩から下げる軍隊で使うようなシ

職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

ョルダーホン、1ｋｇ弱の携帯電話が主流でした。料金も補償
金 10 万円、毎月の基本料も 2 万円を超えるものでした・・・。

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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