第３０回例会記録（通算第 2720 回）
平成 29（2017）年４月３日
4/3（月）花見の会＠魚嘉別荘。坂本幸樹親睦活動委員長、お疲れさまでした！

斉唱 国家 君が代

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

1.今日の歌

ロータリーソング 「奉仕の理想」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.外部卓話 中村花誠様

来訪者紹介

＠ホテルキャッスル
地区ローターアクト「家族清掃活
動及びポリオプラス募金活動」
５/２０ 人吉 RC 創立 60 周年記念式典
＠人吉カルチャーパレス
あゆの里
５/２１ 漆島会長年度ゴルフコンペ
＠球磨カントリークラブ
５/７

樅木英介様
斎藤 淳様（SMBC 日興証券 熊本支店長）

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日は18：30より恒例の花
見の会を開催いたします。坂本幸樹親睦活動委員長、
ご参加の皆さま、よろしくお願いいたします。
また、SMBC 日興証券 熊本支店の水野東洋会員がご

た元会員の濱田定勝さんは、何年か前の花見の会の時

栄転に伴い残念ながら退会されます。後ほどご挨拶

桜を見ると複雑な気持ちになる。自分は生きながらえ

をお願いいたします。

ているが多くの仲間は散っていった。生きている自分

さて、本日は桜にちなんだお話をしたいと思いま

が何か役に立つことをしなければいけないと思うと仰

す。歌手の故 淡谷のり子さんは戦時中、慰問コンサ

っていました。乾杯の音頭をとられた際には「散る桜

ートをされていたそうですが、ある慰問先で13～14

残る桜もまた散る桜」という歌を詠まれました。

歳ほどの子どもの兵隊さん達が日の丸のハチマキを
して2列に並んでいたそうです。司会の方に尋ねたと

今私たちが平和に暮らしているこの日本は、このよ
うな方々の功績のおかげではないでしょうか。

ころ、彼らは特攻隊ですからもしコンサートの最中
に指令が降りたら退出します、その時はご容赦くだ

例会変更のお知らせ

さい。と言われコンサートが始まったそうです。実

○西 RC～合同例会のため日程場所変更

際コンサート中に指令が降り、一人ずつ淡谷さんに

[変更前] 4月11日（火）12：30～

一礼して退出していかれ、その姿を見てさすがに歌

[変更後] 4月14日（金）18：30～

うことができなくなったそうです。先日亡くなられ

[場

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

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更

RI 第2720地区 2016-17地区大会表彰

[変更前] 4月12日（水）12：30～

地区大会出席高齢会員：寿崎

肇会員（91歳）

[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」

○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更
[変更前] 4月12日（水）12：30～
[変更後] 4月16日（日）7：00～
[場

所] 江津湖

○西南 RC～合同例会のため日程場所変更
[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」

退会挨拶（水野東洋君）

○りんどう RC～地区研修・協議会振替のため日程場所変更
[変更前] 4月13日（木）13：00～
[変更後] 4月9日（日）10：00～
[場

所] 熊本学園大学

○西稜 RC～清掃活動のため日程場所変更
[変更前] 4月17日（月）18：30～
[変更後] 4月16日（日）未定
[場

所] 西稜の森

ご栄転に伴い退会されます水野東洋会員より退会のご

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更

挨拶がございました。今後ますますのご活躍を祈念いた

[日

程] 4月26日（水）18：30～

します。

[場

所] 未定

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更

委員会報告

[変更前] 4月27日（木）19：00～

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君）

[変更後] 4月23日（日）未定
[場

所] 合同復興イベント

幹事報告（坂本研一君）
1.熊本江南 RC より「例会場（ホテル名）変更のお知らせ」が
届いております。

皆さま、こんにちは。明後日4月5日より台北大同扶

2.故 野田三郎様夫人 野田珠実様より、地区大会のお礼が

輪社とのゴルフコンペ開催のため台北を訪問いたし

届いております。

ます。ご参加の方はよろしくお願いいたします。また、

3.オハイエくまもとより「第8回とっておきの音楽祭」のお礼と

短期青少年交換留学事業につきまして、次年度は受け

ガイドブックが届いております。

入れ年度となりますので、近日中にはホストファミリ

4.米山梅吉記念館より館報 Vol.29が届いております。

ーの募集を開始したいと思います。ご協力のほどよろ

5.第2720地区 前田ガバナーより表彰状が届いておりま

しくお願い申し上げます。

す。（地区大会出席高齢会員：寿崎

肇会員）
●親睦活動委員会（山下洋一郎君）
［結婚祝］

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

62.71％

７２.４１％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）
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［誕生祝］

園田修司君

4.1

田川憲生君

4.2

喜讀宣友君

4.19

山口 競君

4.5

松本嘉七君

4.22

林田公治君

4.27

井上雅文君

4.23

漆島典和君

4.28

河津延雄君

4.30

●会員卓話（古財良一君）
「ファッションモデルから百姓モデルへの挑戦」
樅木英介様

［結婚祝］
S41/5/16 生まれ（50 歳）
球磨郡水上村出身・宇城市在住
【18～23 歳】
高校卒業後、愛知県豊橋市で生活
（オートバイのモトクロスに没頭していた時代。モデ
ルを始めるきっかけとなった田辺氏と出会う。）
【23～32 歳】
第 1 期モデル活動
［誕生祝］

（主にファッションショーの舞台。20 代後半は年 2 回
定期的にパリとミラノへ挑戦した時代。一時期役者を

●スマイルボックス（告坂和紀君）

目指していた事もありましたが諦めました。）

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君

【33～38 歳】

古財良一君・北口

誠君

株式会社シー・エム・ピー（映像製作会社）勤務

本日の卓話者 樅木英介様を歓迎いたします。昨日は

（2005 年 愛知万博の会場内で上映された映像コンテ

楽しみで夜も眠れませんでした。SMBC日興証券 斎藤

ンツも製作）

様のご来訪を歓迎いたします。水野さんに負けないご

【39～42 歳】

活躍を期待しています。最後に水野さん、岐阜でのご

第 2 期モデル活動

活躍を熊本より願っております。

【42～43 歳】

○山口 競君

有限会社ピクチャーズカンパニー勤務

水野さんの転勤寂しいです。自分が入会する前から大

【現

変お世話になりました。岐阜に行っても体を大切にさ

天芯農場 露地野菜チームに勤務

れてご活躍されてください。本当にありがとうござい

（モデルとしては、東京のヘッズコーポレーション、

ました。

博多のクロアモデルズに所属）

○水野東洋君

在】

Ⅱ

3年間お世話になりました。今回の人事異動で岐阜支
店勤務になりました。楽しい熊本生活を送れたのも皆
さまのおかげです。どうもありがとうございました。
○寿崎 肇君
大分でのRI第2720地区 地区大会は楽しかったです。
また大変勉強になりました。記念講演者 高田明様の
お話は素晴らしかったです。メモしておりますので後
日報告できると思います。明後日から台湾です。1年
ぶりです。足でまといにならないよう努力いたします。
○原 裕一君

Ⅱ

久しぶりのホームクラブ例会出席です。元々目立たな
いのですが、更に忘れられているような気がしていま
す。
【例会予定】
4/17 外部卓話 西原明優様（逢桜の里）
4/24 調整中
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【RAC・IAC の例会日程について】

ジャンさんは過去数十年間、アフガニスタンの若い女

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

性や少女たちの生活改善を支援する活動を通じて、ア

日時：4月20日（木）20：00～

フガニスタンと米国の橋渡し役となってきました。ア

場所：西部ガス

フガニスタンのDeh’Subz群の625人の少女が通う学

内容：未定（国際奉仕）

校、
「ザブリ教育センター（Zabuli Education Center）」
の創設者で所長を務めるジャンさんは、2015年にこの

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

学校の第一期生が卒業し、近々、女子大学が開校する

日時：4月19日（水）16：00～

予定であると話しました。この女子学校では、数学、

場所：国府高校「大会議室」

英語、科学、テクノロジーのほか、厳しい社会環境の

内容：未定

中で経済的自由を達成するための方法も教えていま

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

す。ユニティ・ロータリークラブ(米国メーン州）会

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

員で神経科学者のウォルターズさんは、グアテマラシ

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。

ティのゴミ捨て場に住む子どもやその家族に教育や
社 会 的 サ ー ビ ス を 提 供 す る 非 営 利 団 体 、 「 Safe

◆4/3（月）花見の会＠魚嘉別荘

Passage」で長年ボランティア活動をしてきました。
「カヤックのおばあちゃん」としても知られるウォル
ターズさんは、現地の窮状への認識を高めるため、自
宅がある米国メーン州からグアテマラまで、小さなカ
ヤックで旅したことがあります。ポートランドサンラ
イズ・ロータリークラブ(米国メーン州）のハッシー
さんは、ポリオ撲滅とポリオ元患者の苦しみを和らげ
ることをライフワークとしてきました。自身もポリオ
サバイバーであるハッシーさんは過去14年間、全国予
防接種日に参加するために、ロータリアンのチームを
率いて発展途上国を訪れてきました。ハッシーさんは
通常、西洋人をあまり見かけない国（バングラデシュ、
チャド、マリ、ニジェール、ナイジェリア、エジプト
やインドの僻地など）を活動場所として選びます。こ
のような場所ほどニーズが大きく、現地訪問による広

◆RIニュース（国際ロータリーHPより）
世界の反対側に住む人たちの生活をより良くするた

報効果と親善こそが予防接種の緊急性を訴える上で

めに活躍する3人のロータリー女性会員がいます。彼

大 変 重 要 だ か ら で す 。 世 界 銀 行 の Group Staff

女たちにインスピレーションを与えるものは何なの

Association委員長であるダニエル・セレンさんは、

でしょうか。世界銀行がワシントンD.C. の本部で3月

この3人の女性について次のように話します。「私た

8日に主催した「国際女性デー」の祝賀行事で、3人の

ち世界銀行は、1世代で極貧を終わらせ、人類共通の

女性会員がこの質問に答えました。ラジア・ジャンさ

繁栄を目指して、日々活動しています。これらの女性

ん、デボラ・ウォルターズさん、アン・リー・ハッシ

はまさに、世界を変え、教育・経済発展・保健で革新

ーさんは、300人の聴衆とライブ中継を視聴した何千

的かつインパクトの大きなプロジェクトを通じて人

もの人たちを前に、それぞれの活動（アフガニスタン

びとの生活をより良くできる女性のパワーを身をも

での女子のための学校建設、グアテマラシティのゴミ

って示しています」

捨て場に住む人びとへの支援、アフリカとアジアでの
予防接種活動）にまつわるストーリーを紹介し、活動
のインスピレーションについて語りました。「学んで
いる子どもたちの顔、権利や夢を求めて立ち上がる人
たちの姿、特に、不可能だと思われるようなことに立
ち向かい、夢を持とうとする人たちの姿にインスピレ
ーションを覚えます」と話すのは、ダクスベリー・ロ
ータリークラブ（米国マサチューセッツ州）のジャン
さんです。 アフガニスタン出身で現在は米国に住む
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