第９回例会記録（通算第 2699 回）
平成 28（2016）年９月２６日
熊本南ローターアクトクラブ 末永淳吾会長、中川友美会員、例会へようこそ！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

来訪者紹介

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告

１０/３ 第 2 回クラブ協議会
＠ホテル日航熊本
１０/８-９ RI 第 2720 地区 RA 第 32 回年

4.会員卓話 大津英敬君

次大会＠ホテル熊本テルサ
１０/１７ 観月会・新入会員歓迎会
＠ホテル日航熊本
１０/２０ RI 第 2720 地区 熊本第 4 グルー
プ IM＠メルパルク熊本
１０/２１ 熊本中央 RC チャリティコンペ
＠グランドチャンピオン CC
１０/２２ 規定審議会報告・管理運営セミ
ナー＠司ロイヤルホテル
１０/２２ 玉名 RC 創立 50 周年記念式典

野田珠実様（故 野田三郎 PG 夫人）
野田和宏様（故 野田三郎 PG ご家族）
長野枝里様（故 野田三郎 PG ご家族）
長野明依様（故 野田三郎 PG ご家族）
松尾知明様（熊本中央 RC）
盧麗娜様 （熊本中央 RC）
末永淳吾君（熊本南 RAC 会長）

＠司ロイヤルホテル
１０/２４ 熊本市域 RC 第 2 回会長・幹事
会＠ホテルキャッスル

中川友美君（熊本南 RAC）

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。まず、9/12 の定例理事会にて、

城を築城するにあたって、本荘の地に遷座しました。

10/17 例会を観月会例会とすることが承認されましたの

藩主細川綱利公は幼少にして襲封され、これ一に神

でお知らせ申し上げます。時間は 18：30 からに変更とな

徳の加護によるものとして、旧来の「四木宮」を「代

ります。お間違いのないよう、よろしくお願いいたします。

継宮」と改称せしめ、自筆の神号額を献奉しました。

さて、私の職業は神主で、現在代継宮に務めさせて

同重賢公は天明元年（1781 年）、社殿を造営し、祖先

いただいております。代継宮の御祭神は住吉大神、応

藤孝公を合祀して、和歌管弦祭を行なわしめました。

神天皇、神功皇后、紀貫之朝臣、細川藤孝朝臣です。

白川改修工事に伴い、平成元年、現地（立田山東峰

村上天皇の御代、応和元年（961 年）に肥後の国司と

天拝山頂上）に社殿を造営して遷座されました由緒

して紀師信公が当国赴任の際、茶臼山南麗（現花畑

深き古宮であります。紀貫之朝臣を御祭神としてい

公園）に、肥後の国の守護神として祀り、宮城の四

るご縁で、以前は和歌管弦祭としておりました和歌

隅に木を植えて四木宮と称したのを創祀とします。

を奉納する「曲水の宴」を開催し、今年は 7 回目と

慶長七年（1603 年）、国主加藤清正公が茶臼山に熊本

なります。
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2.熊本南ローターアクトクラブより「例会報 Vol.5・6」が届いて
おります。
3.来週（10/3）の例会場は、ホテル日航熊本 7F 「ガーデン
バンケット」に変更となります。ご注意ください。
新入会員自己紹介 2回目（河津延雄君）

久峨章義会員、1年間よろしくお願いいたします。
出席報告（木村仁治君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

４１名

70.69％

７０.６９％

皆さま、こんにちは。2回目の自己紹介は仕事につい
てお話いたします。私の勤務先は㈱テレビ熊本ですが、
入社してまず報道に配属となり、警察関係・県政の記者
をしておりました。当時、テレビ熊本にはカメラマンが

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

おらず、全員がカメラマン及び記者でした。先日開催さ
れました藤崎宮例大祭ですが、当時は大変元気のいい方

０名（会員数には含まれません）

が多く、祭りを取材している時に飲酒運転をした方がい
たため、その人を取材に行きましたところ殴られそうに

例会変更のお知らせ

なったりとか、暴力団関係の取材に行きましたら脅され

○東 RC～親睦会のため日程場所変更

たりと緊張する場面もございました。色々な経験をさせ

[変更前] 10月4日（火）１2：30～

ていただき、今年から社長を務めております。社長業と

[変更後] 10月8日（土）１0：00～
[場

してはまだ何もできておりませんが、それまで10年間総

所] 広安 愛児園

務の担当局長も務めておりましたので、これまでの経験

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

を活かし、社業発展に頑張っていきたいと思っておりま

[変更前] 10月12日（水）１2：30～

す。今後ともよろしくお願いいたします。

[変更後] 10月8日（土）１7：00～
[場

所] 大川阿蘇神社

熊本中央 RC 挨拶（松尾知明様・盧麗娜様）

○西稜 RC～親睦旅行のため時間場所変更
[変更前] 10月17日（月）１8：30～
[変更後] 10月17日（月）
[場

所] 沖縄

○05福祉 RC～職場訪問のため日程場所変更
[変更前] 10月25日（火）１2：30～
[変更後] 10月29日（土）9：20～
[場

「第8回 熊本中央 RC チャリティコンペ」のご案内がご

所] 熊本かがやきの森支援学校

ざいました。（詳細は下記のとおり）

○水前寺公園 RC～熊本第3グループ IM のため日程変更
[変更前] 10月26日（水）１2：30～

【日

[変更後] 10月28日（金）１5：30～

7：45～例会・開会式

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

8：03～1組目スタート

[変更前] 10月26日（水）１2：30～

【場

[変更後] 10月23日（日）１4：00～
[場

時】2016年10月21日（金）

所】グランドチャンピオンゴルフクラブ

【プレー代】9,000円（バイキング、1ソフトドリンク付）

所] 熊本県立体育館

【参 加 費】3,000円
【競技方法】ダブルペリア方式

幹事報告（坂本研一君）

【表 彰 式】場内レストランにて

1.熊本りんどう RC より「創立10周年記念式典のご案内」が届
いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願い

多数のご参加をお待ちしております。

いたします。 （再回覧）
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野田珠実様挨拶

ります。戻っていただいて P.36 をお願いいたします。
上段のところで、和歌山アゼリア RC からわが熊本南
RC に、5 月 13 日携帯用簡易トイレを頂いた記事が掲
載されております。この「行っトイレ」は名称も商品
も生徒さんの発案だそうです。下段には、熊本地震チ
ャリティーコンサートの記事があります。縦書きの方
には、当地区当クラブの関連記事はございませんでし
たので、ご紹介は割愛させていただきます。

故 野田三郎 PG の葬儀及び、お別れの会への参列のお礼
がございました。

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君）

委員会報告
●雑誌委員会（向臺行雄君）

皆さま、こんにちは。台北大同扶輪社様来熊につき
まして、ご案内しておりますとおり、10/1と10/2にゴ
ルフコンペ、10/1歓迎会を開催いたします。多数のご
今年度雑誌委員の副委員長を務めさせていただき

参加をお待ちしております。（詳細は下記のとおり）

ます、向臺です。何分不慣れなものですので至らぬ点
が多々あるかと思いますがどうぞよろしくお願いい

ゴルフコンペ

たします。早速ですが、今月は「基本的教育と識字率

【日

時】2016年10月1日（土）9：36スタート

向上月間」です。それに関連した記事が 3 つございま

【場

所】熊本空港カントリークラブ

すので、ご紹介させていただきます。先ずは、横書き

【会

費】13,000円

成人女性の識字教育プログラムについての報告があ

【日

時】2016年10月2日（日）9：10スタート

ります。内容は「ブルキナファソ」という国において、

【場

所】あつまるレークカントリークラブ

「モレ語」の識字教育を実施させております。同国は、

【会

費】12,500円

の P.28、29 をご覧下さい。第 2570 地区で取り組んだ

アフリカ西部のナイジェリアに近い内陸部のある人
口約 1700 万。プログラム実施の県の識字率は 24.4％

歓迎会

うち女性は 16.7％しかないとのことです。ロータリー

【日

時】2016年10月1日（土）18：30～

財団のグローバル補助金を利用して持続できるよう

【場

所】松葉

に「教育指導者の再育成プログラムを行っております。

【会

費】1,000円

次に、P.30、31 をご覧下さい。第 2680 地区において
「CLE 3H 補助金プログラム」を実施されております。

●SAA 委員会（高宮 宏君）

CLE は日本語で「語学集中教育」と言うそうです。識
字率向上は貧困から脱却する有効な手段で、特に最大
の決めては「若い女性」の教育にあると言われていま
す。世界の非識字者は約 8 億人うち 3 分の 2 が女性で
す。CLE は楽しんで学べる授業で教材は先生の手作り、
子供たちの関心や自主性を重んじ日常生活の実践的

皆さま、こんにちは。SAA 委員会よりお知らせです。

なテーマを取り上げているとのことです。詳しくは記

9 月末 でク ール ビ ズを 終了 いた しま すの で 、次 回

事をご覧いただければと思います。3 点目として P.50

（10/3）例会よりネクタイ着用にてご出席ください。

をお願いいたします。ロータリー財団管理委員長の思

よろしくお願いいたします。

いということで記載があります。アメリカのロータリ
ークラブ会員にも読み書きができない方がいるそう
です。その方は地元の識字プログラムの授業に通われ
たそうです。続いて、熊本地震に関する記事が 2 つあ
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●スマイルボックス（西川尚希君）

●外部卓話（永井富士雄君）
「活動報告と地区研修会のお願い」について
末永淳吾君・中川友美君（熊本南 RAC）

○野田珠実様

Ⅹ

故 野田三郎 PG の報告及びお礼
○松尾知明様・盧麗娜様（熊本中央 RC）
本日は10月21日（金）の熊本中央 RC チャリティコン
ペのご案内に伺いました。熊本南 RC さんからは例年
たくさんのご参加をいただき、大変感謝しております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・北口 誠君
本日の来訪者 野田珠実様、野田和宏様、長野枝里様、
長野明依様、熊本中央 RC 松尾知明様、盧麗娜様と卓
話者 熊本南 RAC 末永淳吾君、中川友美君を歓迎いた
します。
○高宮 宏君
熊本中央RCの松尾会員のご来訪を歓迎いたします。また、
前ガバナー 野田様ご一家、本当にご愁傷様です。一致
団結して頑張ってください。
○堀川貴史君・今村浩昭君
熊本中央RCの松尾知明様・盧麗娜様のご来訪を歓迎し
スマイルいたします。
○堀川貴史君・馬場大介君・藤見泰之君・北口

誠君

西川尚希君・告坂和紀君
熊本南RAC 末永会長、中川研修会実行委員長のご来
訪にスマイルします。日頃の活動報告を楽しみにして
います。また、来年6月は研修会のホストを受けると
いうことで、熊本南RCの皆さまのご協力もよろしくお
願いします。
○田中裕司君
松尾君は高校の同級生で、高校時代一番モテていた男
です。よろしくお願いします。
○園田修司君
本日は講演会のご案内でスマイルさせていただきま
す。各テーブルにチラシが置いてありますが、10月14
日（金）14時より、ここホテル日航熊本にて日本を代
表する建築家である伊東豊雄氏の講演が行われます。
私にお声かけいただければ申込できます。よろしくお
願いします。
○森本康文君
先日、投資用戸建賃貸住宅10棟の着工となりました。
熊本の復興のために頑張ります。
○藤見泰之君
本日は早退しますのでお詫びのスマイルです。
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