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今年度 寿崎奨学生最後の例会出席でした。今後のご活躍を祈念します！  

の人生は人の役に立ちたいと書いてあったそうです。

「輪廻転生」の考え方では、前世でそのような人生だ

と来世で人のために祈るような仕事に就く場合がある

と言われますが、この方の場合は一度の人生で両方と

もやり遂げられたようです。 

 

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 

６３名 ３７名 63.79％   ７２.４１％ 

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） 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。本日は寿崎奨学生4名が最後

の例会参加で出席されました。また、本日の卓話者

は新入会員卓話で河津延雄会員です。後ほどよろし

くお願いいたします。 

さて、数年前に古財良一会員から菊陽にあるお寺

の住職が大変面白いと聞き伺いました。私も同じ寺

社の仕事をしておりますので、色々楽しく話をさせ

ていただいたのですが、この方の前職がユニークで

「反社会的勢力」の世界にいらっしゃったそうです。

実は一昨年この方が亡くなり葬儀に行ったのです

が、その際東京からお見えになった老夫婦が弔辞を

読まれました。住職から30年ぶりに手紙が届いたそ

うで、初めて会った10代の時は傷害事件の被告、そ

の後反社会的勢力の世界に入り頭角を現したと聞い

たが、30年ぶりの手紙には仏門に入ったこと、残り 

 

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.外部卓話 吉田しのぶ様 

（ルンズファームホールディングス㈱） 

 

  

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

４/３  花見の会＠魚嘉別荘 

４/５-７ 台北大同扶輪社訪問及び親睦

ゴルフコンペ 

４/９  2017-18地区研修・協議会 

     ＠熊本学園大学 

４/１６ 地区職業奉仕研修セミナー 

     ＠くまもと県民交流会館パレア 

４/２５ 市域 RC 会長・幹事会 

     ＠ホテルキャッスル 

 

第２８回例会記録（通算第 2718回）  

平成 29（2017）年３月１３日 

    

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 

謝 琦晟君（寿崎奨学生） 

陳 敏佳君（寿崎奨学生） 

盧 一卉君（寿崎奨学生） 

ビ 明玉君（寿崎奨学生） 
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幹事報告（坂本研一君） 

1.元会員 濱田定勝様が3月10日逝去されました。慎んでお

知らせ申し上げます。葬儀等の詳細は例会終了後ご案内

いたします。  

2.人吉 RC より「創立60周年記念式典」のご案内が届いてお

ります。後日事務局よりご案内いたします。 

3.竹田 RC より「創立60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いたし

ます。 

4.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

ご参加をお願いいたします。 

5.3/20（月）例会は「祝日のため休会」です。ご注意くださ

い。 

6.3/17（金）事務局員休暇のため終日不在いたします。ご迷

惑をお掛けします。よろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 3月27日（月）12：30～ 

[変更後] 3月21日（火）18：30～ 

[場  所] ダイニングカフェ彩 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3月27日（月）18：30～ 

[場  所] 古城堀端公園（雨天：日本料理 おく村） 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月28日（火）12：30～ 

[変更後] 3月28日（火）18：00～ 

[場  所] ロシア料理 ボルガ 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月28日（火）12：30～ 

[変更後] 3月28日（火）10：00～ 

[場  所] 熊本市城南総合スポーツセンター 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月29日（水）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月29日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月29日（水）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月29日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月29日（水）12：30～ 

○西南 RC～合同例会のため時間場所変更 

[変更前] 3月30日（木）12：30～ 

[変更後] 3月30日（木）18：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ブランミュール」 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月30日（木）13：00～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月5日（水）12：30～ 

[変更後] 4月5日（水）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○西南 RC～合同例会のため時間場所変更 

[変更前] 4月13日（木）12：30～ 

[変更後] 4月14日（金）18：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

 

定例理事会報告（漆島典和君） 

1.6/24地区 RA 研修会について（ホスト 熊本南 RAC） 

⇒「全員登録」とすることが承認されました。 

2.人吉 RC 創立60周年記念式典について 

⇒「全員登録」とすることが承認されました。 

3.2017-18（次年度）地区大会について 

⇒コホスト参加が承認されました。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（向臺行雄君） 

  

 

 

 

 

 先ずは、横書きの P.7 をご覧ください。P.7～13 に

かけて、ローターアクターの歴史が紹介されておりま

す。記載がありますとおり、ローターアクトクラブは

1968 年 6 月に川越にて最初に結成されたそうです。ロ

ーターアクト「むかし」の記載があるページの中段に、

水俣 RACの 1975年の活動が紹介されております。 今

月は「水と衛生」月間ですが、P.14～15 にスリランカ

での勝浦 RC クラブの活動が紹介されております。ス

リランカ北部の内陸とりわけ「アヌラーダプラ県」周

辺の井戸は水質が極めて悪いそうです。そこで、グロ

ーバル補助金を利用して、村や学校に浄水設備を設置

しました。1200 世帯 6200 人に清潔な飲料水を供給で

きるようになったとのことです。P.16 では、モンゴル

での松戸西 RC の活動が紹介されております。モンゴ

ルのこの地区の保育所では上下水道がなく、飲料水も

1 週間に 1 度供給されるだけなので、わざわざ 20 分歩

いて水を運搬する必要がありました。そこで保育所施

設に井戸を掘って、80 人の施設の子供と 500人の近隣

住民が水を利用できるようになりました。熊本地震直

後、とにかく水がなかったことが思い出されました。 

P.17 では猪苗代 RC において猪苗代湖水質改善に向け

て、水草除去作業を行っているとの記事があります。 

続いて P.18 です。今月 11 日で東日本大震災から早い

もので 6 年が経ちますが、P.18～22 に関連記事ありま
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すので確認願います。P.33～35 にかけて、イアン・ラ

イズリーRI 会長エレクトに関する記事があります。ラ

イズリー氏はオーストラリア・メルボルンの公認会計

士とあります。P.36～39 にかけて、2017 年国際協議

会リポートが記載されております。この中でライズリ

ー会長エレクトより、2017-18 年度のテーマは P.37 左

上にあるとおり「ロータリー：変化をもたらす」にす

ると発表されました。そして 3 つの優先事項は「持続

可能性」「地球の持続可能性」として、2018 年 4 月 22

日のアースデイまでに各会員が少なくとも１本植樹

しましょうと提案がありました。このことについては、

P.42 にも記載されておりますのでご確認願います。 

 続いて、縦書きに移ります。P.16 をお願いいたしま

す。わがまちの味として人吉のつぼん汁の紹介があり

ます。そして P.21 中段左に歌壇として熊本水前寺公

園 RC の北里会員が載っております。 

 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より恒例の花

見の会開催のご案内です。多数のご参加をお待ちして

おります。（詳細は下記のとおり） 

 【日  時】2017年4月3日（月）18：30～ 

【場  所】魚嘉別荘 

【会  費】10,000円（後日請求） 

 

●寿崎奨学会委員会（杉光定則君） 

  

 

 

 

 

 本年度寿崎奨学生最後の例会出席でした。今後のご活

躍を心よりお祈り申し上げます。 

 カウンセラーの皆さま、お疲れさまでした！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君 

古財良一君・北口 誠君 

本日の来訪者 寿崎奨学会の謝 琦晟君、陳 敏佳君、

盧 一卉さん、ビ 明玉さん4名を歓迎します。本日

が最後の例会出席ですが楽しまれてください。また、

本日の卓話者 河津延雄会員に感謝いたします。昨夜

は楽しみでやっぱり眠れませんでした。NTT 木村仁治

会員のバーチャル歌舞伎は素晴らしかったです。 

○野口泰則君 

TKU テレビ熊本社長 河津延雄会員の卓話をとても楽

しみにしています。興奮して昨夜は眠れませんでした。

TKU の PR 頑張ってください。 

○永井富士雄君・杉光定則君 

 寿崎奨学生4名のご来訪を歓迎しますとともに、本日

の卓話者 テレビ熊本 河津延雄会員の報道からの地

震についてのお話を楽しみにしております。 

○坂本幸樹君 

 TKUテレビ熊本 河津延雄社長の本日の卓話をとても

楽しみにしています。興奮して今朝3時に目が覚めま

した。TKUのPR頑張ってください。 

○高宮 宏君 

 先日5日益城町、7日阿蘇市におきまして、明治大学マ

ンドリン部による復興支援チャリティ演奏会を開催

いたしました。お陰さまで寒い中にも関わらず大盛況

でした。また、友情出演で八神純子さんの出演もあり

6曲歌ってくださいました。まったくのボランティア

でした。 

○園田修司君・藤見泰之君・桑原幸雄君・告坂和紀君 

 先日、木村仁治会員よりお誘いいただいた3D歌舞伎に

行ってきました。外見だけでなく、内面も男前な木村

会員に感謝しスマイルいたします。 

○木村仁治君 

 3/10～12までNTT西日本、NTT、松竹、熊本県とで、バ

ーチャル歌舞伎の公演が盛況のうちに終わりました。

3/10は多数ご来場いただきありがとうございました。

熊本の復興に少しですが貢献できて光栄です。ご意見

等ございましたらお聞かせいただけると幸いです。 

○寿崎 肇君 

 3/8コストコはじめ、4店の見学を60名程でまいりまし

た。勉強になり大繁盛店の情報がいただけました。今

日は急用ができましたので早退させていただきます。 

○山口 競君  

 今日は仕事のため早退いたします。お詫びのスマイル

です。 
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●会員卓話（古財良一君） 

「熊本地震報道について」  河津延雄君 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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：4月第1週（日時未定） 

場所：江津湖清掃 

内容：社会奉仕 

 

日時：4月20日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：未定（国際奉仕） 

 

○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：4月5日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：4月19日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

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、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

 

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。 


