本年最後の卓話 熊本日日新聞社 荒木正博様「国内外の大ニュース」より
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例会変更のお知らせ
○江南 RC～職場訪問のため場所変更
会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。今年最後の例会です。本日の

[日

程] 1月18日（水）12：30～

[場

所] 三井住友海上火災保険

卓話は熊本日日新聞社 編集局長の荒木正博様です。

○西南 RC～親睦会のため日程変更

「国内外の 10 大ニュース」と題しお話していただきま

[変更前] 1月18日（木）12：30～

す。楽しみにしております。後ほどよろしくお願いい

[変更後] 1月19日（金）18：30～

たします。

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更

さて、11 月来熊されました姫路南 RC の創立 60 周年

[日

程] 1月24日（水）18：30～

記念式典が来年 2 月 17 日（土）開催されます。交流懇

[場

所] 田吾作

親会では我々の方が大変なおもてなしを受けました。

○05福祉 RC～定款に基づき休会

ぜひ今回は当クラブからも多くの方にご参加いただ

[日

き、少しでも盛り上げられたらと思っております。皆

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。

[日

程] 1月30日（火）12：30～
程] 1月31日（水）12：30～

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 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

幹事報告（玉田光識君）

メッセージが掲載されております。「より平和な世界

1.八代 RC より「創立60周年記念式典のご案内」が届いてお

に向かって」というタイトルとなっております。2～6

ります。ご参加の方は登録申込書にご記入ください。（再）

月にかけて、カナダ、レバノン等全 6 回の会長主催平

2.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各位は

和会議を開催するとあります。
「平和構築」のために、

ご参加をお願いいたします。

ロータリークラブと地区の奉仕活動を平和構築に貢

3.R 財団100ドル寄付は本日締切です。ご協力いただける方

献する方法を共有します。最後にあります通り、「目

で申し込みがまだの方は至急返信をお願いいたします。

標」はシンプルで、奉仕活動を通じて平和を推進する

4.今年の例会は本日で終了です。次回は1/15（月）です。

方法を見つけ専門家から学び、平和構築の力を強化す

1/5（金）「熊本市域 RC 新春合同例会」、1/9（火）「新年

ること、ロータリーが「変化をもたらす」ことで世界

会」にご参加の方はよろしくお願いいたします。

平和へ近づけます。続いて、P.7～13 にかけて「続け
ることで見えてくること」として、各クラブで継続さ
れているものの紹介があります。P.8「境港 RC」で 1986

出席報告（山口 競君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６４名

３９名

63.93％

８１.６７％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

年から「中海地区中学校親善野球大会」、P.9「鳥羽 RC」
で 2004 年から「インターナショルだよ！鳥羽の子ど
も達」、P.10「郡山アーバン RC」
「和歌山北 RC」、P.11
「松本南 RC」、P.12「名古屋守山 RC」「常葉 RC」が記

欠席記録免除者 1名

載させておりますので後ほどご確認願います。P.12～
17 に特集「疾病予防と治療月間」に関する記事が掲載

０名（会員数には含まれません）

されております。P.14～15、「日本から命を守る新し
いカタチ」として沼田 RC がバングラデシュの医療を
支援するために「遠隔医療システム」を構築した記事
があります。バングラデシュは慢性的な医師不足で、
人口 2 万 5000 人あたり 1 名（日本は 430 名あたり 1
名）であることが背景にあります。P.16 上段には鹿沼
東 RC、下段には札幌西 RC、P.17 上段には大田原中央

臨時理事会報告（今村浩昭君）

RC、下段には都留 RC と福島南 RC が掲載されておりま

1.2017-18 年度 地区大会について

す。後ほど確認願います。P.18～19 にかけて、「日韓

⇒「全員登録」が承認されました。

の新たな友好関係に向けて」として、9 月 23 日に開催

2.山下洋一郎会員の退会について

されました「韓日親善会議レポート」に関する記事が

⇒12 月末日退会が承認されました。（後任者入会予定）

あります。P.20～23 が「ロータリーから子供たちへの
プレゼント」として、各クラブの取り組みが載ってお

委員会報告

ります。P.20 が第 2720 地区の「日田 RC」、P.21 が河

●親睦活動委員会（桑原幸雄君）

内長野 RC と神戸垂水 RC、P.22～23 も多くの取り組み

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より 1/9（火）

が掲載させておりますので、後ほど確認お願いいたし

新年会のご案内です。18：30 より松葉さんにて開催い

ます。P.24～25 はフィリピンにおける日系および一般

たします。多数のご参加をお待ちしております。また、

青少年のための基金である「バギオ基金」のと取組み

当日はオークションを行いますので、協賛品のご協力

が掲載されております。P.28～29 は「よねやまだより」

もよろしくお願いいたします。

です。今回は 50 年の歩みの中で 1960 年代です。1957
年にロータリー米山奨学委員会として発足され、財団

●雑誌委員会（向臺行雄君）

化が非常に厳しかったのですが 1967 年 7 月に文部省
の認可がおりたとのことです。
続いて、縦書きに移ります。P.22 に第 2720 地区大
分中津 RC 福沢さんが載っております。P.24 にロータ
リーアットワークとして、八代東 RC の熊本・大分地
震復興支援の取り組みが、P.26 に熊本東南 RC で第 28

皆さま、こんにちは。雑誌委員会 委員長の向臺で

回伝承遊びの集い、P.29 上段に津久見 RC の昨年の豪

ございます。今月のロータリーの友のご紹介をさせて

雨に関する記事が掲載されております。報告は以上で

いただきます。今月は「疾病予防と治療月間」となり

す。ありがとうございました。

ます。先ずは、横書きの P.3 をご覧ください。RI 会長
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●SAA 委員会（野口泰則君）

○杉光定則君

Ⅱ

先々週の例会並びに 60 周年実行委員会を欠席いたし
ました。申し訳ございませんでした。12 月 9 日（土）
朝に母 一子が急逝しましたので失礼申し上げました。
お詫びのスマイルです。
○山口

競君

皆さま、こんにちは。SAA 委員会よりお願いです。

一年間お世話になりました。例会以外はまったく参加

最近例会を直前にキャンセルされる方が多いようで

できませんでしたが、来年もよろしくお願いいたしま

す。年末のお忙しい時期とは思いますが、食事のロス

す。

を減らすためにも、欠席される場合はなるべく事前に
事務局までお知らせいただけますと幸いです。ご理解
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
●スマイルボックス（山下洋一郎君）
○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・喜讀宣友君
森本康文君・杉光定則君
本日の卓話者 熊本日日新聞社の荒木正博様のご来訪

✩12 月末をもって退会されます山下洋一郎スマイル委

を心より歓迎いたします。国内外の10大ニュースをと

員長、お世話になりました。今後ますますのご活躍を

ても楽しみにしています。また、会員の皆さまには今

お祈り申し上げます。

年最後の例会となりますが、ご協力いただきありがと
うございました。来年も何卒よろしくお願いいたしま

●外部卓話（杉光定則君）

す。

「国内外の 10 大ニュース」

○田川憲生君

荒木正博様（熊本日日新聞社 編集局長）

熊日 荒木編集局長の「今年の 10 大ニュース」を楽し
みにしています。お忙しい中、申し訳ありません。
○寿崎 肇君
12 月 13 日、米国商業視察 熊本組の報告がありました。
私はニューヨーク組と合流し 2 週間の旅でした。熊本
組は小売業だけでなく各業種の方々でした。同じ米国

昭和 34 年 4 月生まれ、菊池市泗水町出身

でも自分の事業によって見方が違う、大繁盛店づくり

九州大学卒業

の視察に対する素晴らしい報告会でした。勉強になり

昭和 58（1983）年 熊本日日新聞社入社

ました。

平成 6（1994）年

○古財良一君

編集局政経部

平成 12（2000）年 水俣支局長

息子が無事九州学院中学校に合格しました。ありがと

平成 14（2002）年 編集局地方部次長

うございました。

平成 16（2004）年 東京支社編集部長兼論説委員

○井上雅文君

平成 18（2006）年 編集局政経部次長兼論説委員

中学校サッカー新人戦にて、我が子の所属する京陵中

平成 21（2009）年 論説委員会論説委員

学校が、2 回戦 五霊中学校に 4-0、3 回戦 西原中学校

平成 25（2013）年 政経部長兼論説委員

に 1-0 で勝利しました。我が子も途中出場でしたが元

平成 27（2015）年 編集局次長兼論説委員

気な姿を見せてくれました。いよいよ準決勝です。相

平成 28（2016）年 東京支社長

手は強豪の鎮西中学校とのことです。チーム一丸とな

平成 29（2017）年 編集局長

り、素晴らしい経験を積んでくれることを願いまして
スマイルいたします。

国際、国内のニュースは共同通信社が熊日など加盟社

○園田修司君

にアンケートして集計、並べたものです。

メリークリスマス！5 歳になる息子の枕元にプレゼン

国際分野で目を引くのは、7、8 位の核に関するニュー

トを置く時、父親として感慨深い気持ちになりました。

スです。ノーベル平和賞と文学賞の共通点は「被爆者」。

朝、息子が起きてきて一言「このプレゼント違う」

ICAN に協力したサーロー節子さんは広島で、カズオ・

と・・・残念です。皆さまよいお年を！

イシグロ氏の母親は長崎で被爆しています。被爆者と
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して初めてノーベル賞授賞式で演説したサーローさ

■12/21(木)熊本南ローターアクトクラブ例会

んの「核兵器は必要悪ではなく絶対悪」との言葉が印
象的でした。
一方、核兵器禁止条約に日本が不参加だったのは複雑
でした。核保有国は現在、米、英、仏、中国、ロシア
の 5 カ国に加え、核拡散防止条約（NPT）に未加盟の
インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の 4 カ国で
す。
国内の 1 位は「衆院選で自民大勝、立民躍進、希望失
速で小池氏辞任」でした。自民党は公明党と合わせて
3 分の 2 の 310 議席を獲得。自民の得票率（有効投票
総数に占める自民候補全員の得票総数）は 47.8％しか
ありませんが、小選挙区 289 議席の約 74％に当たる
215 議席を占めています。小選挙区制は「政権交代が
可能な制度」として導入された経緯があるため、得票
と議席数にはずれがあります。
県内の順位は、熊日編集局のデスク以上の投票で決め
ました。1 位はやはり「熊本地震復興元年」でした。8

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）

位の「金栗四三が大河ドラマに」に着目したいと思い

2018 年のロータリー国際大会は、6 月 23～27 日、イ

ます。金栗さんの名前の読みは、熊日や玉名市、和水

ンスピレーションがいたるところにあふれる、トロン

町、熊本放送などは「しぞう」。一方、NHK、共同通信

ト（カナダ）で開催されます。ビジネス、金融、芸術、

は「しそう」です。つい先日、41 年前に金栗さん本人

文化の中心地でもあるカナダ最大の都市トロントは、

にインタビューした熊日の記事が見つかりました。お

ロータリーと同じように、活気と多様性にあふれるフ

配りした資料です。その中で、金栗さんは「しぞうで

レンドリーな街です。また、博物館、レストラン、シ

はなく、しそうと読むのです」と答えています。明確

ョッピング、素晴らしい建築など、見どころがたくさ

な証拠が見つかった以上、熊日は読みを「しそう」に

んあります。

改めました。

【例会予定】
1/22 会員卓話 雑賀庸泰君
1/29 月間テーマ卓話 倉田榮喜様
（第 2720 地区 職業奉仕部門長）

4

