第１２回例会記録（通算第 2621 回）
平成 26（2014）年１０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」

オハイエくまもとの皆さんと寿崎奨学生 于 昆侖君の素敵な歌と演奏でした。（観月会より）

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

１０/３１ 熊本中央チャリティゴルフコンペ
＠グランドチャンピオン GC
１１/８ クラブ管理運営セミナー＠宇佐

4.新入会員卓話 鎌田 剛君

１１/１1 第 2 回会長・幹事会
＠ホテル日航熊本「肥後」
１１/１５ 創造的奉仕 P 部門セミナー
＠羽田多目的交流館
１１/１５ 熊本県水球大会＠アクアドーム

来訪者紹介
（オハイエくまもと）
入部 祥子様・中田 由美様
大林 由紀様・大山 桂司様
（寿崎奨学生）
Nguyen.Tuan.Haianh 君・章 丹芬君・劉 春燕君
于 昆侖君・孫 文静君・李 争徽君・朴 珍河君
盧 一卉君・Nguyen.Van.Hung 君
（熊本南 RAC）
前 好海君・西見 隆宏君・中川 友美君
北 一陽君・秋山 実樹君

というのがありまして、こちらにつきましては熊本県
は男性が 70.4 歳、女性は 73.6 歳で男女とも全国で 21
番目だそうです。しかも人工透析をされている方の数
は全国で 1 番多い県です。この仲間入りをしないよう
に、皆さんもよく耳にされているかと思いますが、バ
ランスのとれた食生活、体に合わせた適度な運動、そ
して前向きな心で生活をすることが大切だそうです。

会長報告（渕田俊郎君）

長生きをする為には明るく、若い心を保ち、積極性を

本日 16 時より寿崎奨学会委員会永井委員長の声掛

持って生きることだそうです。「百歳まで生きる人の

けで奨学生のカウンセラーをして頂いています会員

性格的な共通点」という事で東大病院の中川准教授が

の皆さんと奨学生の皆さんとの意見交換を主にした

このような事を言っておられます。好奇心旺盛で新し

交流会が開催されました。終始なごやかな交流がで

い物好き②社交的で開放的③意志が強く誠実④自分の

き、有意義な意見交換会になりました。さて、話は変

人生を肯定的に捉える⑤将来に不定を感じない⑥寂し

わりますが、毎年日本人の平均寿命が伸びています。

いと思わない⑦無力だと感じないという性格を持った

全国の平均寿命は、男性が 79.5 歳、女性が 86.3 歳で

方が百歳まで長生きをするそうです。熊本南 RC にはこ

県別で見ますと熊本県は男性 80 歳、女性が 87 歳で全

の項目を備えた方が沢山いるような気がしています。

国で男女とも 4 位だそうです。ちなみに全国第 1 位は

今日はこの後、観月会です。好奇心旺盛で楽しんで頂

男女とも長野県です。又、平均寿命に対して健康寿命

ければと思います。

というのがありまして、こちらにつきましては熊本県
は男性が
70.4 歳、女性は
73.6 歳で男女とも全国で
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番目だそうです。しかも人工透析をされている方の数
は全国で 1 番多い県です。この仲間入りをしないよう
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幹事報告（喜讀宣友君）

委員会報告

1.熊本第4G 徳永ガバナー補佐より「熊本第4グループ IM」

●親睦活動委員会（古財良一君）

開催のご案内が届いております。（5年未満会員必須）

10/18（土）熊本南・熊本江南・熊本東南 RC による、

2.RI 第2720地区 小山ガバナー事務所より「世界ポリオ

通称「南南南会」のゴルフ会に参加いたしました。次

デー」に向けてのお願いが届いております。

回は来年4月頃に予定されておりますので、多数のご

3. RI 第2720地区 小山ガバナー事務所より「学友会設立

参加をお願いいたします。

準備委員会の活動へのご協力のお願い」が届いており
ます。詳細は事務局までお尋ねください。

[ 誕生祝 ]

4.R 米山記念奨学会より「2013年度 決算報告」「2013
年度事業報告」が届いております。
出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席数
３７名

出席率

前々回
修正出席率

69.81％

８３.３３％

出席規定適用免除者

5名

[ 結婚祝 ]

野口泰則君

10.5

藤木正幸君

10.8

鈴木勝志君

10.12

永井富士雄君

10.27

北口

10.30

誠君

丸田秀一君

10.5

欠席記録免除者 5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
○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 10月28日（木）１2：30～

[ 誕生祝 ]

[変更後] 10月28日（木）19：00～
［場 所］ 松屋本館

●青少年奉仕委員会（原

裕一君）

○平成ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] 10月29日（水）12：30～

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] 10月29日（水）12：30～

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] 10月29日（水）12：30～

○りんどうＲＣ～職場訪問のため時間場所変更

10/11（土）～12（日）RI 第2720地区 RAC「第30回年

[変更前] 10月30日（木）１2：30～

次大会」と、10月18日（土）「田山淳朗賞 高校生フ

[変更後] 10月30日（木）時間未定

ァッション画コンテスト in 九州・沖縄」表彰式への

［場 所］ 高遊原分とん地

出席報告、及び11/15（土）に行われます「熊本県水

○北ＲＣ～定款に基づき休会

球競技大会」のご案内がございました。

[変更前] 10月30日（木）１2：30～
○中央ＲＣ～チャリティゴルフコンペのため時間場所変更

スマイルボックス（園田修司君）

[変更前] 10月31日（金）１2：30～

○渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君

[変更後] 10月31日（金）7：45～

本日ご来訪の寿崎奨学生の皆様、熊本南 RAC の皆様・

［場 所］ グランドチャンピオンゴルフクラブ

オハイエくまもとの皆様を歓迎いたします。観月会例

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

会をお楽しみください。また、オハイエの皆様には演

[変更前] 11月4日（火）１2：30～

奏をよろしくお願いいたします。楽しみにしておりま

[変更後] 11月1日（土）未定

す。

［場 所］ 未定

○堀川貴史君

○05福祉ＲＣ～見学会のため時間場所変更

熊本南 RAC の皆様、寿崎奨学生の皆様を心から歓迎し

[変更前] 11月18日（火）１2：30～

ます。

[変更後] 11月18日（火）未定
［場 所］ 泰勝寺及びデリル・ライト両女子記念館
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○坂本研一君・永井富士雄君・星野誠之君・玉田光識君

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生

藤見泰之君・岩野衆次君・鬼塚貴志君

徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

寿崎奨学生の皆様のご来訪を歓迎いたします。皆様の
熊本での頑張りが未来の幸せへの架橋となりますよ

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。

う、願い望んでおります。今夜は少しだけ学業を忘れ
てゆっくり楽しんでください。
○寿崎 肇君

観月会 19：00～（司会：鬼塚貴志君）

本日4時からの寿崎奨学生のレポート報告＆懇談会に
参加させていただきました。私が理事長時代にこんな
素晴らしい会は一度もせず、渕田理事長となって、奨
学生の意見を聞き、カウンセラーのお話は奨学生に感
銘を与え、それぞれ出身の国と熊本との橋渡しになっ
ていただけると思いました。
○井上雅文君
10/18のゴルフ南南南会にご参加いただきました皆様、
緊急の呼びかけにも関わらずご参加いただき、ありが
とうございました。また、本日ご参加いただきました、
熊本南 RAC の皆様、寿崎奨学生の皆様、観月会を楽し
んでください。
○古財良一君

Ⅲ

いつもオハイエの歌と演奏の機会をいただき、ありが
とうございます。

【例会予定】
11/3 祝日のため休会
11/10 ビジネス例会 渕田俊郎君・馬場大介君
11/17 月間テーマ卓話（R財団委員会） 星野誠之君
11/24 祝日のため休会

【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：11月6日（木）20：00～
場所：未定
内容：スポーツ例会（合同例会）
日時：11月20日（木）20：00～
場所：未定
内容：テレビ局って？CM制作について
○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：11月5日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
日時：11月19日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
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