
熊本南 RC事務局：〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org 

 

 

 

 

 

10/21（金）漆島年度 親睦コンペ＠熊本中央 RC 第 8 回チャリティコンペより 

 

 

例会変更のお知らせ 

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 11月2日（水）１2：30～ 

[変更後] 11月5日（土）１6：30～ 

[場  所] ホテル日航姫路 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月3日（木）１2：30～ 

○西 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 11月8日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月6日（日）8：00～ 

[場  所] 熊本県立総合運動公園 

○05福祉 RC～職場訪問のため時間場所変更 

[変更前] 11月8日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月8日（火）11：00～ 

[場  所] 日本赤十字熊本病院 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。まず、10/22（土）当クラブがスポ

ンサーとなります、玉名ロータリークラブ「創立 50 周年記

念式典」が開催され出席いたしました。記念講演は九州

学院出身の陸上選手 末續慎吾氏、懇親会ともに大盛

会でありましたことをご報告申し上げます。尚、この記念

式典は、8/8 定例理事会において「全員登録」が承認さ

れております。ご協力ありがとうございました。 

さて、本日は神社のお話を少ししたいと思います。氏

神様とは、同じ地域に住む人々が共同で祀る神道の神

のことです。同じ氏神の周辺に住み、その神を信仰する

者同士を氏子（うじこ）と言います。神道の言葉で「中今

（なかいま）」というものがあります。過去・現在・未来にと

らわれず、今この瞬間を精一杯生きることを指します。私

も今日一日「中今」で過ごそうと決めますと、その瞬間少

し気持ちが楽になります。皆さまも日々色々なことがおあ

りと思いますが、たまには「中今」でお過ごしになるとよい

かもしれません。 

 

 

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.外部卓話 土山元治様 

（㈱大林組 熊本城工事事務所所長） 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１１/３  第 4 回熊本県水球競技大会 

      ＠熊本済々黌高等学校 

１１/１６ 第 1 回職場訪問 

      ＠日本銀行・SMBC 日興証券 

１１/２３ 熊本りんどう RC 創立 10 周年記

念式典＠ホテルキャッスル 

１１/２５ 米山奨学会 カウンセラー報告

会・意見交換会及び懇親会 

      ＠メルパルク熊本 

 

 

 

 

第１２回例会記録（通算第 2702 回）  

平成 28（2016）年１０月２４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 

張 翰博君（米山奨学生） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E_(%E7%A5%9E%E9%81%93)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E_(%E7%A5%9E%E9%81%93)
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○水前寺公園 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 11月9日（水）１2：30～ 

[変更後] 11月13日（日）7：30～ 

[場  所] 水前寺江津湖公園 

○北 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 11月10日（木）１2：30～ 

[変更後] 11月7日（月）１8：30～ 

○05福祉 RC～りんどう RC創立10周年記念式典に変更 

[変更前] 11月22日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月23日（祝）16：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月23日（祝）１2：30～ 

○りんどう RC～創立10周年記念式典に変更 

[変更前] 11月24日（木）１9：00～ 

[変更後] 11月23日（祝）16：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月29日（火）１2：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月29日（火）１2：30～ 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.RI 第2720地区 RA より「第32回 年次大会に対する御礼」

が届いております。 

2.ヒロ・デザイン専門学校より「第13回 高校生ファッション画

コンテスト in 九州・沖縄」実施及びご後援の御礼が届いて

おります。 

 

委員会報告 

●職業奉仕委員会（水野東洋君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。今年度第1回目の職場訪問を

実施いたしますのでご案内申し上げます。多数のご参

加をお待ちしております。 

 （詳細は次のとおり） 

【日  時】2016年11月16日（水） 

12：45  SMBC 日興証券熊本支店集合 

【場  所】13：15～日本銀行熊本支店 見学（90分程度） 

 

●R 財団委員会（原 裕一君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。久しぶりのホーム例会出席で

す。10/3開催されましたクラブ協議会にて、R 財団委

員会より本年度も寄付をお願いいたしました。皆さま

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。また、本

日10月24日は「世界ポリオデー」です。米国疾病対策

センター（CDC）本部（米国ジョージア州アトランタ）

でイベントが行われます。CDC での開催は今回が初め

てで、世界ポリオ撲滅活動の最前線に立つ人たちによ

る講演が行われます。インターネットで視聴できます

のでぜひご覧いただければと思います。（日本時間10

月25日7：00～）また、9月17日に行われました「米山・

R 財団合同セミナー」に参加いたしました。地区補助

金の実例報告等ございましたので、奉仕部門委員会の

活動にぜひ補助金を活用いただければと思います。何

かございましたらご相談ください。 

 

●親睦活動委員会（古財良一君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。10/21（金）熊本中央 RC チャ

リティコンペのご報告です。熊本南 RC は団体2位でし

た。参加された皆さま、大変お疲れさまでした！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告（井上雅文君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ３５名 60.34％   ７７.５９％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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●雑誌委員会（永井富士雄君） 

  

 

 

 

 

 10 月は、経済と地域社会の発展月間と米山月間とな

っています。まず、横書き P7～13 では写真で振り返

る日本のオリンピックとロータリーの特集が記載さ

れています。今年、ブラジル・リオデジャネイロで開

催されたオリンピック、パラリンピックは次回開催地

東京に引き継がれました。特集、まず東京オリンピッ

ク(1964.10.10～24)では、その 3 年前の 1961 年東京

で開催された国際ロータリー年次大会に続く大きな

国際行事で、ロータリアンが各オリンピック委員会で

活躍をしました。また、｢聖火台設備工事代｣として 304

万円の寄付を決定、台座の大理石にはロータリーの徽

章が彫られました。さらに翌年「聖火台の位置を高く

したい｣と言う要望があり在京 24クラブで費用 250万

円を負担しました。1972 年開催の札幌オリンピックで

は、全国のロータリアンの寄付により聖火台を真駒内

屋外競技場に寄贈しました。またテーマ曲である｢虹

と雪のバラード｣が札幌西 RC の会員の作詞でした。ロ

ータリアンにとってこの 2つは大きな誇りであると解

説してあります。1998 年開催の長野オリンピックでは、

ジャンプ台の正面に｢ミニ聖火台｣を寄贈、聖火台の周

辺にオオヤマ桜の植樹をしました。また全国 34 地区

の賛同を得て 1億 2380万円の協力金を寄付しました。

今後、2020 年大会に向けてロータリアンの活躍が期待

されます。P14～17 では｢パキスタンでポリオと闘う｣

という記事を東京八王子南 RC 坂本さんが調査レポー

トとして記載されています。ポリオの発生地域では特

殊な辺境の地で、伝統的な部族法が適用され、部族の

自治権を持つ部族長の強い権限があるためワクチン

接種が難しくなっていると報告されています。P23～

27 の｢よねやまだより｣では、米山記念奨学会は、これ

まで 124 の国と地域から来た 1 万 9000 人を超えるが

外国人留学生を支援してきました。その学友たちの活

躍を紹介してあります。また、ソウル国際大会では、

ブースの出展や分科会を開催し、世界のロータリアン

と交流する機会となったことを報告されています。縦

書き P4～7 では、国際ロータリー第 2660 地区の基調

講演から「井戸を掘ることは、子ども達を学校に行か

せること」と医療を通じたスーダンでの取り組みを紹

介されています。P22 ロータリー花壇では、水前寺 RC

北里さん投稿が記載されています。ご一読ください。 

 

 

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10月分の奨学金が交付されました。 

 

●スマイルボックス（西川尚希君） 

○漆島典和君・坂本研一君・今村浩昭君・古財良一君 

坂本幸樹君・永井富士雄君・井上雅文君・北口 誠君 

  熊本中央RC チャリティコンペで2位でした。翌日10/22玉

名RC創立50周年記念式典に出席し、先週はロータリアン

として活躍しました。また、本日の卓話 張 翰博君、頑張

ってください。PS、永井会員が玉名RCのお土産をわざわ

ざ玉名より持って来てくださいました。ありがとうございま

す。 

○園田修司君 

 本日は米山奨学生 張 翰博君の卓話を楽しみにして

います。頑張ってください。 

○杉光定則君 

 本日の卓話者 張 翰博君の話を楽しみにしておりま

す。 

○塚本 侃君 

 IMが無事終了しました。これも偏にホストクラブの熊

本南RC及び会員の皆さまのおかげです。ありがとうご

ざいました。 

○寿崎 肇君 

 10月13日からアメルカ商業視察（アラスカ アンカレ

ッジ、ワシントン州シアトル）に参加し、アメリカ商

業の変化には大変勉強になりました。帰国してすぐ玉

名RC創立50周記念式典に参加、翌日は宇佐RC創立50周

年記念式典にも参加させていただきました。第2720地

区の方々とお会いし、楽しいひと時を過ごしました。

ロータリーの素晴らしさを学ばせていただき、心から

御礼申し上げます。ありがとうございました。 

○原 裕一君  Ⅱ 

 久しぶりのホームクラブ例会出席ですのでスマイル

させていただきます。また、3年生の子供の英検合格

とフラッグフットボールの日本選手権 九州地区大会

で優勝しましたので合わせてスマイルいたします。 
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○坂本幸樹君  Ⅴ 

 皆さまにお配りしたプルデンシャル生命の冊子は、年

1回全国のお客様にお届けするために160万部発行し

ています。今回は全国の代表として西川尚希会員に登

場していただきました。素晴らしい記事になりました。

感謝のスマイルです。 

○西川尚希君  Ⅴ 

 坂本幸樹会員のおかげさまで会報誌に載せていただ

きました。地震もありましたが、坂本会員が社内で結

果を出し続ける男だから熊本が取り上げられたと思

います。坂本会員を信じて保険に入ってよかったです。

今後も熊本のために頑張ることをお祈り申し上げ、感

謝のスマイルといたします。 

○河津延雄君 

 先週の観月会＆新入会員歓迎会に出席できず、申し訳

ございませんでした。 

 

●米山奨学生卓話（園田修司君） 

「五年間にわたったぼくの旅、そして、つづく」 

                  張 翰博君 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


