第 38 回例会記録（通算第 2606 回）
平成 26（2014）年６月９日
本渡 RC 穐山ジョニー会員と真美子夫人、交換留学事業のお話ありがとうございました。

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
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1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

＠別府 亀の井ホテル
７/１８ 14-15 年度 第 1 回熊本市域 RC 会
長・幹事会＠ホテルキャッスル

4.外部卓話 吉田圭秀様
（自衛隊西部方面隊）

７/２６－２８ 第 2720 地区 IAC 年次大会
＠宇佐

穐山ジョニー様（本渡ＲＣ）
穐山真美子様（夫人）
木下 修様（熊本ＲＣ）

る様々な問題を抱えております。今一度、自衛隊に関
する認識と理解を高める事を目的として、北熊本駐屯
会長報告（野口泰則君）
皆様、こんにちは。今春 3 月 15 日（土）・16 日（日）

地を本日の職場訪問先として選択致しました。職業奉
仕で伺う「陸上自衛隊北熊本駐屯地」の歴史は古く、

2013ー2014 年度地区大会が、人吉にて開催されまし

明治の時代に設置された熊本鎮台からの歴史がござい

た。大会初日となる 15 日、各クラブを代表する 12

ます。歴史を学び自らの向上を目指す事はロータリー

名のロータリアンが「私の心に残るロータリー体験」

クラブが学びの場であることとして大変喜ばしいこと

を発表いたしました。本日は、その 12 名の中のおひ

であると私は考えます。

とり「心に残る留学生たち」と云うタイトルで素晴
らしい発表をなされた本渡ロータリークラブの穐山

幹事報告（今村浩昭君）

ジョニー様より卓話をして頂きます。穐山ジョニー

1.中津 RC より創立60周年記念誌が届いております。

様は、オーストラリアのシドニーから天草へ 28 年前
にお見えになりました。当クラブにもオーストラリ
アに御縁のある方も多くいらっしゃいますので、皆

出席報告（永井富士雄君）

様も興味深くお聞きになられるのではないかと私は
考えます。またロータリアン同志、親睦を深め学び

会員数

の場となる事と思います。さて本日の例会終了後は、

６０名

出席数
３３名

出席率

前々回
修正出席率

62.26％

７９．２５％

職業奉仕の一環として「陸上自衛隊北熊本駐屯地」
へ伺います。昨今、尖閣諸島や竹島また北方領土の
問題や、日米安保における集団的自衛権の行使容認
に関する論議など、我が日本国としては防衛に関す

出席規定適用免除者
名誉会員

6名

欠席記録免除者 3名

０名（会員数には含まれません）

6/9定例理事会報告（野口泰則君）

○北ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

・事務局員の給与について→次年度（2014.7月より）

[変更前] ６月２６日（木）１２：３０～

2,000円/月の昇給が承認されました。

[変更後] ６月２６日（木）１８：３０～

・野田ガバナー年度の支援体制について→

[場

所] 新茶家

今年度（2013-14年度）全会員10,000円の特別徴収を

○城東ＲＣ～定款に基づき休会

行うことが承認されました。

[日

程] ６月３０日（月）１２：３０～

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更
例会変更のお知らせ

[日

程] ６月３０日（月）１８：３０～

○城東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

[場

所] エルフエゴ

[変更前] ６月１６日（月）１２：３０～
[変更後] ６月１６日（月）１８：３０～
[場

新入会員自己紹介 2回目（水野東洋君）

所] 新茶家

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更
[変更前] ６月１７日（火）１２：３０～
[変更後] ６月２１日（土）１８：００～
[場

所] 火の国ハイツ

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] ６月１８日（水）１２：３０～

2回目の自己紹介です。平成9年に結婚しまして、現在

[変更後] ６月１８日（水）１８：３０～

長女が中学1年、長男が小学5年生です。家族全員スポー

[場

ツをするのですが、それぞれ違うことをやっています。私は

所] ホテルキャッスル

○東南ＲＣ～親睦会のため場所変更

学生時代に剣道とスキーをやっていましたが、熊本に赴任

[日

程] ６月１８日（水）１２：３０～

しましてからはゴルフをやりたいと思っています。どうぞよろ

[場

所] 松葉

しくお願いいたします。

○りんどうＲＣ～夜例会のため時間変更
[変更前] ６月１９日（木）１３：００～

委員会報告

[変更後] ６月１９日（木）１９：００～

●IAC 委員会（藤見泰之君）

○西ＲＣ～親睦会のため日程変更

6/7（土）ユースピア熊本で行われました、IAC 次期会長・

[変更前] ６月２４日（火）１２：３０～

幹事研修会参加の報告がございました。

[変更後] ６月１９日（木）１８：３０～
[場

所] ニュースカイホテル

●職業奉仕委員会（井上雅文君）

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会

本日の北熊本駐屯地への職場訪問につきまして、14：30

[日

現地集合となります。ご参加の方はよろしくお願いいたし

程] ６月２４日（火）１２：３０～

○東ＲＣ～夜例会に変更

ます。

[変更前] ６月２４日（火）１２：３０～
[変更後] ６月２４日（火）１９：００～

●雑誌委員会（高宮 宏君）

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会
[日

まず横書きのほうより紹介します。3ページに RI 会長メッ

程] ６月２５日（水）１８：３０～

セージが出ています。今年度のテーマは「ロータリーを実

○平成ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

践し みんなに豊かな人生を」でして、会員増強・ロータリ

[変更前] ６月２５日（水）１２：３０～

ーの奉仕活動・ロータリー財団への寄付等、ロータリアン

[変更後] ６月２５日（水）１９：００～

は会員がよいことをしたいという共通の思いを持ち、共に

[場

働くことでとてつもないことを成し遂げる組織に所属して

所] ニュースカイホテル

○江南ＲＣ～定款に基づき休会

いることを理解するでしょう。そして、このスローガンを今

[日

程] ６月２５日（水）１２：３０～

後も持ち続けてほしいと結んでいます。次に今月は親睦

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会

活動月間ですので、その関連の記事が掲載されていま

[日

す。7ページより「ロータリー親睦活動グループ」とはロー

程] ６月２６日（木）１９：００～

タリアン・ロータリアン配偶者・ローターアクトなら誰でも参
加できる RI が認めた正式なグループです。一定の基準
があり、少なくとも3か国からの会員を含んでいることであ

2

り、日本発祥のグループもあります。それは囲碁愛好家

●スマイルボックス（三角雄介君）

グループです。そして RI の認定を受けていますので、そ

○穐山ジョニー様

の会への出席はメーキャップ扱いとなります。9ページに

初めて熊本南 RC に訪問しました。今日は卓話にお招きあ

参考資料は RI のウェブサイトで調べることができるようで

りがとうございます。

す。次に2014フォトコンテストの入選作品が掲載されてい

○野口泰則君・今村浩昭君・喜讀宣友君

ます。13ページが最優秀賞です。「支援を求めざるを得

本渡 RC 穐山ジョニー様・真美子夫人のご来訪、また卓

ない人たちの顔、顔、顔。」15ページが第2位で、生きる

話いただきますことを心より感謝いたします。地区大会で

ために最低限必要なものを表現している写真、16ページ

楽しいお話でした。国際奉仕事業など楽しみいっぱいで

は目がものを云う、写真です。次に22ページから、先月も

す。また、熊本 RC の木下様のご来訪を歓迎いたします。

紹介しましたがポリオ撲滅まで「あと少し」という記事です。

○渡邉秀章君

ポリオプラスのプラスは「はしか」「ジフテリア」「破傷風」

本渡 RC 穐山ジョニー様と奥様真美子様のご来訪を心よ

「百日咳」「結核」の5つの病気のことです。そして現在の

り歓迎いたします。本渡 RC で長年行っておられる交換留

ポリオの常在国はアフガニスタン・パキスタン・ナイジェリ

学生の取り組みについて学び奉仕活動の参考にさせてい

アの3か国であり、3種類のポリオウィルスのうち2種類が

ただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。

撲滅され、1型1種類が残っているだけです。ポリオを撲

○寿崎 肇君

滅するためにはあと55億ドルが必要とのことです。25ペ

本渡 RC 穐山会員から本日オーストラリアとの留学につい

ージに緊急事態が発生しており、3か国以外に2014年4

てお話を伺います。懐かしい方の卓話、大変楽しみにして

月29日までにギニア・イラク・カメルーン・シリア・エチオピ

おります。シドニーの国際大会帰国翌日の IAC 研修会、

ア・ソマリア・ケニアの10か国に拡大しているとの報告で

昨日の会員増強セミナーとも勉強させていただきました。

す。このポリオ撲滅活動の働きかけは2人の日本人だっ

藤見 IAC 委員長ご苦労様でした。改めて今日また勉強さ

たことも出ています。20ページには理事会のことが出て

せていただきました。

います。また、33ページに我々の第2720地区の地区大

○丸山浩之君

会報告が出ています。次に37ページの真ん中に豊後高

本日の卓話者、穐山ジョニー様ご夫妻のご来訪を心より

田 RC・肥後大津 RC・くにさき RC・竹田 RC・多良木 RC

感謝、歓迎いたします。卓話を聞けず本当に残念です。

の事務所の変更が掲載されています。

当クラブの野田ガバナー年度行事引継会で大分のため

続いて縦書きに移ります。まず4ページに「世界に羽ば

欠席失礼いたします。穐山様ご夫妻の長女、エマさんと私

たく子供を育てる」という記事です。先入観と間違いが多

の妻が大親友で家族ぐるみのお付き合いをさせていただ

い科学教育・グローバル教育という書き出しで始まって

いています。先日のランチは久しぶりに楽しい時間でした。

おり、グローバルとは価値観・文化が異なる人と協働でき

ありがとうございました。

ることと「子どもの理科離れをなくす会代表」の北原達正

○高宮 宏君

さんは書いておられます。そして科学教育とは客観的に

まず、熊本 RC の木下会員のご来訪を歓迎いたします。次

物事を測定し論理的に分析でき、そして相手を説得でき

に2週ホームクラブを欠席しました。すみません。メーキャ

る表現力を持つことと定義されています。そして科学教

ップはしています。

育に対する真の取組みについて熱く書いておられます。

○坂本幸樹君

産業界からよく「日本に人材がいない」と言われるが、

去年の6月9日にホテル日航熊本で結婚式を挙げてから

色々な科学の大会へ日本は行政や企業の方がちゃんと

本日で1年です。先輩ロータリアンの皆様と同じでまだまだ

見に来ません。野球やサッカー等は小学生の試合でも

ラブラブでございます。感謝のスマイルです。

スカウトがきて人材の発掘と支援をおこなっているのに、

○鬼塚貴志君

と結ばれています。19ページにアメリカ出身の青少年交

Ⅱ

長期欠席でいろんなことに対してお詫びのスマイルです。

換留学生のエマライン・ハイスさんの原爆についての記

○田邉信一君

事が出ています。是非読んでください。素直で率直な意

本日所用のため早退します。申し訳ございません。

見だと感じました。23ページの中段に「ほのかにも薄墨
色に濁りつつ朧の月の登る夕暮れ」という歌が熊本水前

●外部卓話（渡邉秀章君）

寺公園 RC の北里美知子会員より、また下段に「水の流

「留学生の記録」 穐山ジョニー様（本渡 RC）

れに石はひたすら丸くなる」という川柳が先月に続き熊
本西南 RC の古閑修会員から投稿されています。
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本渡RCの穐山ジョニーです。オーストラリアのシド

【例会予定】

ニーから天草に28年前養子としてきました。当時は島

6/23 常任委員長退任挨拶

流しにあったような気分でしたが、天草に住んでみる

6/30 会長・監事退任挨拶

と自然は美しく食べ物も美味しく、とても住みやすい
ところです。また、天草は海外との交流がとても盛ん

【RAC・IACの例会日程について】

に行われていることに驚きました。留学は1970年に始

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

まり今年で44年目を迎えます。オーストラリアのいく

日時：6月中旬（未定）

つかのRCより23名の高校生を受け入れ、本渡RC単独で

場所：未定

23名の生徒達を送り出してきました。1970年から2001

内容：お疲れ様会

年までの31年間は1年おきにそれぞれ1年間の留学で
13名ずつの交換を行い、その後2002年からはお互いの

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

国の夏休みを利用した2か月間の短期留学に変わりま

日時：6月18日（水）16：00～

した。私も入会して25年になりますが、毎年例外なく

場所：国府高校「大会議室」

国際奉仕委員です。この留学の事業は本渡RCの誇りで

内容：未定

あり、全てこれまでのロータリアンの協力と理解のお
かげで達成できたことです。また、この間事故もなく、

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

留学生たちが立派に成長していったことをうれしく

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

思います。この行事を通じて一番心に残るのは、若い
敏感な学生たちに日本の文化・生活様式の違いを紹介

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。

でき、それぞれの将来に大きな影響を与えることがで
きることでしょう。私たち本渡RCは留学生を温かく見
守り、サポートし、これからも多くの若者たちに世界

6/9職場訪問＠北熊本駐屯地

に羽ばたく機会を与え、この事業を永く継続したいと
思います。
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