2 月 17 日（土）姫路南 RC 創立 60 周年記念例会・式典及び祝宴＠ホテル日航姫路より

第２５回例会記録（通算第 2756 回）
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斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」
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さま、大変お疲れさまでした。参加者は総勢 100 名ほど
会長報告（今村浩昭君）

だったかと思います。心温まるおもてなしの会で、二次

皆さま、こんにちは。本日の卓話は、八代商工会議

会、三次会と盛り上がっておりました。坂本幸樹会員に

所 会頭の松木喜一様です。お話を楽しみにしておりま

60 周年記念式典の横断幕を持ち込みいただき、しっか

す。後ほどよろしくお願いいたします。

りとキャラバンも行ってまいりましたのでご報告申し

まず、先ほど 60 周年実行委員会が開催されましたの

上げます。

でご報告です。いよいよ今週末よりキャラバンがスタ
ートいたします。本日お見えの松木喜一様の八代 RC が

出席報告（金井昌道君）

2/24（土）創立 60 周年記念式典を開催されますので、
さっそくお邪魔させていただきキャラバンを行う予定
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日～15 日の間となりますので、皆さまのご協力をよろ
しくお願いいたします。
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周年記念式典に参加してまいりました。参加された皆
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

定例理事会報告（今村浩昭君）

○中央 RC～定款に基づき休会

1.岡本直樹様の入会について

[日

⇒承認されました。

程] 3月22日（木）12：30～

2.花見の会開催について

○江南 RC～親睦会のため時間場所変更

⇒4/2（月）18：30～KKR ホテル「ロータスガーデン」会

[変更前] 3月28日（水）12：30～

費10,000円が承認されました。

[変更後] 3月28日（水）18：30～

3.台湾 花蓮地震災害義援金について

[場

⇒500,000円が承認されました。
（全会員へ寄付のご案内

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

/義援金は4月訪問の際に手渡し予定）

所] 城見櫓

[変更前] 3月28日（水）12：30～

4.R 情報委員会より「第2回 R 情報勉強会」開催について

[変更後] 3月22日（木）18：30～

⇒3/12（月）18：30～（場所未定）が承認されました。

[場

会費2,000～3,000円（R 情報委員会予算より補助あり）

所] 未定

○りんどう RC～城東 RC 創立30周年記念式典へ振替のため
日程場所変更

幹事報告（告坂和紀君）

[変更前] 3月29日（木）13：00～

1.永田壮一ガバナーより「ガバナーノミニー決定のご報告」

[変更後] 3月31日（土）15：00～

が届いております。

[場

所] ホテルキャッスル

2.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。

60周年実行委員会報告（坂本幸樹君）
皆さま、こんにちは。今村会長からも報告がございま

例会変更のお知らせ

したが、先ほど開催されました60周年実行委員会でキャ

○東南 RC～職場訪問のため場所変更

ラバン隊の割り振りを行いました。多数の方にアンケー

[日

程] 2月28日（水）12：30～

ト回答をいただきましたが、3/7（水）12：30～の熊本

[場

所] 扇田環境センター

菊南 RC が決定しておりません。ご協力いただける方は

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

私までお声掛けいただけますと幸いです。ご協力のほど

[変更前] 2月28日（水）18：30～

よろしくお願い申し上げます。

[変更後] 2月28日（水）19：00～
[場

所] 郷土料理 青柳

戦略委員会報告（後藤

○りんどう RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

博君）

皆さま、こんにちは。来週（2/26）例会は、卓話の時

[変更前] 3月1日（木）19：00～

間を頂戴して「戦略委員会・60周年実行委員会クラブフ

[変更後] 3月16日（金）～17日（土）

ォーラム（1）
」を開催いたします。事前に打合せを行い

[場

ますので、戦略委員会メンバーは当日11：45に例会場前

所] 熊本市民会館

○菊南 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

ロビーにお集まりください。どうぞよろしくお願いいた

[変更前] 3月14日（水）12：30～

します。

[変更後] 3月16日（金）～17日（土）
[場

所] 熊本市民会館

委員会報告

○江南 RC～昼例会に時間変更

●雑誌委員会（向臺行雄君）

[変更前] 3月14日（水）18：30～

皆さま、こんにちは。雑誌委員会 委員長の向臺で

[変更後] 3月14日（水）12：30～

ございます。今月のロータリーの友のご紹介をさせて

○中央 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

いただきます。今月は「平和と紛争予防／紛争解決月

[変更前] 3月16日（水）12：30～

間」となります。先ずは、横書きの P.3 をご覧くださ

[変更後] 3月16日（金）～17日（土）

い。RI 会長メッセージが掲載されております。
「ロー

[場

タリーの原点を思い出す」というタイトルにて、最初

所] 熊本市民会館

○菊南 RC～定款に基づき休会

の例会が開かれた 113 年前のことと、ロータリーの未

[日

程] 3月21日（水）12：30～

来について述べられております。続いて、P.7～16 に

○江南 RC～定款に基づき休会

かけて「平和に寄せる思い」として、ロータリアンの

[日

平和に関する取り組みが紹介されております。P.8～9

程] 3月21日（水）18：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

に「原爆から生き残る」との題で、東京米山友愛 RC 川

[日

妻会員（第 2710 地区 PG）の記事が掲載されておりま

程] 3月22日（木）13：00～

す。川妻会員は、広島で原爆が落ちた時広島大学 1 年

2

生だったのですが、三原市の軍需工場で働いていたの

●スマイルボックス（藤見泰之君）

で被爆はされませんでした。しかし、御姉様を亡くさ
れたとのことです。その悲惨な体験から、今は東京で、
人生で残された歳月をロータリーと平和構築に専念
することとし、グローバル補助金で原爆から生き延び
た樹木の苗木を植樹する活動をしておられます。P.10

○松木喜一様（八代 RC）

は鹿児島の鹿屋西 RC 公共イメージ委員長の久木田会

本日は卓話をさせていただき、ありがとうございます。

員の特攻隊員に思いをはせ－「平和の花束 2017」開催

八代 RC は創立60周年を迎えます。2/24（土）の記念

の記事が掲載されております。九州在住の小中高生に

式典には是非お越しください。

平和へのメッセージを募集し、2474 点の中から表彰さ

○今村浩昭君・告坂和紀君・喜讀宣友君・杉光定則君

れたとのことです。
（P.10 が特別賞）P.11 は、岡山西

八代商工会議所会頭 松木喜一様のご来訪を心から歓

南 RC 松原会員の「元陸軍通訳者の記録映画上演イベ

迎いたします。卓話を楽しみにしております。ありが

ントで若者と平和を考える」として、映画「クワイ河

とうございます。

に虹をかけた男」の上映会とトークショーを、地区補

○堀川貴史君

助金を活用してインターアクトクラブを通じて若者

姫路南 RC 創立60周年記念式典と懇親会にご出席の皆

に行ったとのことです。P.12 は豊川宝飯 RC の「豊川

さま、大変お疲れさまでした。私は当地区の地区チー

海軍工廠跡地に平和を願い桜を植樹」の記事が、P.13

ム研修セミナー参加のため参加できませんでした。参

上段には我が 2720JAPAN O.K.ロータリーE クラブの

加いただいた方への感謝とお詫びのスマイルです。

「大分・熊本から国際平和を考える」の記事が、下段

○野間和子君

には、広島東南 RC の「南スーダン研修生のホームス

土日は姫路南 RC 創立 60 周年記念式典に参加いたしま

テイによる市民交流会に協力」が掲載されております。

した。行きの新幹線から大いに盛り上がり、例会・式

P.14～15 にかけて「私の考える平和とは」と題して、

典ともに大変楽しかったです。特にご一緒いただいた

3 名のロータリアンに寄稿されております。詳細は後

メンバーの皆さま、本当にお世話になりありがとうご

ほどご確認願います。P.15 下段には、戦争に立ち向か

ざいました。パワー全開で熊本南 RC の素晴らしさを

うロータリアンが主人公の映画「ニコラス・ウィント

改めて痛感いたしました。今年 6 月 16 日に開催いた

ンと 669 人の子どもたち」を観賞して、の記事があり

します、当クラブの創立 60 周年記念式典の大変参考

ます。この方は、多くのユダヤ人の子どもをナチス・

になりました。また、本日の松木喜一様の卓話をとて

ドイツの迫害から守ったことが映画化されておりま

も楽しみにしています。

す。続いて P.17 に日本ロータリー学友会第 7 回総会

○杉光定則君

in 神戸が掲載されております。P.18～21 にかけてガ

昨日開催の熊日 30k ロードレース及び熊本城マラソン

バナーのロータリーモメントが載っております。詳細

が晴天に恵まれ事故もなく無事に開催できましたこ

は後ほど確認願います。P.24～25 の今月の「よねやま

と、並びにテレビ熊本、RKK 熊本放送ともに生中継放

だより」は 1980 年代です。1960 年代は「財団化を果

送ができましたことに感謝してスマイルさせていた

たした」と紹介させていただきましたが、1970 年代は

だきます。

「カウンセラー制度」「表彰制度」「免税制度」、1980

○河津延雄君

年代は「寄付金と奨学生が増え、ロータリー所在国以

昨日の熊本城マラソン応援ありがとうございまし

外に門戸を拡大、米山学友会が国内外に組織され、奨

た。天気もよく、無事生中継を終了いたしました。

学期間後も学友とロータリーが連携する体制が整い

○山口

始めました。当時の常務理事の増田房二氏、韓国米山

競君

昨日、熊本城マラソンに参加しました。なんとか完走

学友会会長ジョンビョンテ氏のメッセージが紹介さ

してきました。

れております。P.33 にはロータリー財団管理委員長の

○田中靖昭君

メッセージが掲載されております。

昨日、熊本城マラソンに参加しました。初マラソンで

続いて、縦書きに移ります。P.4～7 にかけて、今泉

不安いっぱいでしたが、なんとか完走することができ

記念ビルマ奨学会会長の今泉氏の記事が載っており

ました。このイベントに参加し、少しでも熊本に元気

ます。今泉氏は戦争中あのインパール作戦に参戦され

を与えられればと思い参加しましたが、逆に沿道の皆

ました。60 歳を過ぎてミャンマー支援のため財団を設

さまの応援にたくさんの元気をいただきました。応援

立されたとのことです。続いて、P.20 下段に熊本 RC

の皆さま、大会スタッフの皆さまに感謝のスマイルを

の小野会員が載っております。報告は以上です。

させていただきます。
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○藤見泰之君
本日の言葉は万能一心です。多くの才能に恵まれてい
ても努力する心がけがなければ何事も成就しないと
いう意味で、万能よりも真心が大切なことを言います。
この言葉に習って、真心を持ってこれからもスマイル
報告してまいりたいと思います。
●外部卓話（杉光定則君）
「八代港の現状と課題」
松木喜一様（八代商工会議所 会頭/八代 RC）

◆2/17（土）姫路南 RC 創立 60 周年記念例会・式典及び
祝宴＠ホテル日航姫路
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