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令和４年（2022）年６月２０日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

加藤英敏様（名古屋名南 RC） 

藤野直子様（名古屋名東 RC） 

名古屋名南 RC 加藤英敏様・名古屋名東 RC 藤野直子様、ようこそいらっしゃいました！  

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は今年度第 28 回例会です。とうとう

来週の例会を残すところとなりました。本日のご来訪者をご紹介

いたします。名古屋名南ロータリークラブ 加藤英敏様と名古屋名

東ロータリークラブ 藤野直子様です。本日は熊本南ロータリーク

ラブ例会にお越しいただきありがとうございます 

まず、先週の定例理事会決定事項を報告いたします。沼野修一

会員がこの 6 月末をもって退会されることが承認されました。残

念ですが、沼野さんの今後の活躍をお祈りします。後任の方が入

会される予定です。 

本日の卓話は常任委員長の退任挨拶となっております。委員長

の方々には今年一年間大変お世話になりました。ありがとうござ

います。 

さて、今週、来週の会長報告は最近の日本語について思うこと

をお話したいと思います。 
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最近のスポーツ選手などがよく口にする言葉に「自分た

ちのスポーツで見た人に勇気を与えたい」とよくインタ

ビュー等で聞きます。全力を尽くす気持ちの表れという

のは分かるのですが、私は耳にするたびに何となく「勇

気を与える」という言葉に違和感をもっていました。た

またま先日、熊日新聞の「新生面」に私が思っていたこ

とが載っていました。ものの本によると「試合に勝つこ

とを目指す。その結果勝つこともあれば負けることもあ

る。そこまでが『選手＝作り手』側のことがらで、その

試合を見てどう思うかは『観客＝受け手』側のことがら

だろう」。そして「受け手」の反応に対して「作り手」

の気持ちが先回りしすぎているのではないかと指摘が

ありました。まさにその通りだと思います。最近は日本

語について思うことが多くなる年頃になりました。次回

も最近感じる日本語についてお話をしたいと思います。 

以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.姫路南 RC より、5月週報が届いております。  

 

例会変更のお知らせ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月 24日（金）12：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月 27日（月）12：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月 27日（月）18：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月 28日（火）12：30～ 

○西 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6月 28日（火）12：30～ 

[変更後] 6月 28日（火）18：30～ 

[場  所] 梅鉢×ピュアリィ 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6月 28日（火）12：30～ 

[変更後] 6月 28日（火）18：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月 29日（水）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月 29日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月 30日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月 30日（木）13：00～ 

 

藤野直子様ご挨拶（名古屋名東 RC） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。初めまして、名古屋名東 RC の

藤野直子と申します。私は5年前から愛知県で子ども支

援活動を行っております。この活動をロータリアン同士

の Facebook に掲載しましたところ、貴クラブ 坂本研一

会員よりメッセージをいただきました。そのご縁で本日

訪問させていただきました。ありがとうございます。 

 

加藤英敏様ご挨拶（名古屋名南 RC） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。名古屋名南 RC の加藤と申しま

す。弊社は食品の製造加工販売を行っております。藤野

さんとは所属クラブは違いますが、先ほどお話されまし

た子ども支援活動（子ども食堂）で弊社の配送拠点を使

い、毎週160箇所の子ども食堂へ商品の提供をしており

ます。熊本は南区天明に弊社工場があり、そこを拠点に

熊本や他の地域でも支援ができればと考えております。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

新入会員自己紹介 2回目（西原口香織君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。自己紹介 2 回目は弊社について

少しお話させていただきます。皆さまご存じかと思いま

すが弊社は 2010 年に経営破綻いたしました。破綻後会

長に就任された稲盛和夫氏の下、再生に向け一丸となっ

て取り組んでまいりましたが、その中でも社員が懸命に

なって取り組んだことが二つございます。まず、部門別

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６３名 ４７名 ７５．８１％ 

出席規定適用免除者 2 名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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採算制度の導入、そして JAL フィロソフィの導入です。

JAL フィロソフィとは、私たち全員がもつべき意識、価

値観、考え方が書かれたものでトータル 40 項目ござい

ます。この大切な 40 項目が書かれた手帳を常に携帯し

ていますが、その中の「感謝の気持ちをもつ」をご紹介

させていただきます。私たちが今日あること、そして存

分に働けることは、お客さま、関係の皆さま、職場の仲

間、家族といった周囲の多くの人々の支援があるからこ

そです。そのいずれか一つが欠けても今の私たちはない

はずです。このことを忘れず、常に周囲への感謝の気持

ちをもち毎日を過ごすことで、お客さまだけでなく周囲

のあらゆる人に対して自ずと心からの感謝の気持ちが

湧き出てくるようになるのです。また、謙虚な姿勢を忘

れていないか、心からの感謝の気持ちを持てているのか、

常に自分自身を振り返ることが大切です。形だけのあり

がとうは相手に伝わるものではありません。常に謙虚で

素直な気持ちをもち、周囲の人たちに感謝することは毎

日の仕事そして自分自身の人生を明るく幸せにするも

のなのです。簡単ではございますが、弊社の取り組みを

ご紹介させていただきました。ありがとうございます。 

 

新入会員自己紹介 2回目（坂本仲俊君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。私の趣味は仕事とたまにゴルフ、

そして4～5年前から詩吟をやっています。詩吟を習うき

っかけは、同じ菊陽町で事業をされている方なのですが、

詩吟をされており、グランドキャニオンに観光で行った

際に外国の方の前で詩吟を唄い日本人であることを主

張してきたと話をされました。それを伺った時に私は日

本人として日本の文化を伝えることができるかと思っ

たのがきっかけです。熊本南 RC のイベント等で披露す

る機会があればぜひお声掛けください。よろしくお願い

いたします。 

 

新入会員自己紹介 2回目（矢野嘉宏君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。太陽光発電販売・リフォーム等

の会社をしております矢野です。現在、20歳と19歳の子

どもがいますが、年齢的に相手にしてくれなくなりまし

たので、趣味はゴルフ、魚釣りにも行くようになりまし

た。最近はサウナにハマって一週間に8回ほど通ってい

ます。今後は月曜日のこの時間を習慣化して、皆さまと

交流し地域貢献も積極的に参加できればと思います。今

後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

ございません 

 

RI 第2720地区2022-23年度 G 補佐報告（後藤 博君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。6/18～6/19開催されました「第

25回 国際ロータリー日本青少年交換研究会 熊本会議」

には、多数のご参加、お手伝いをいただきありがとうご

ざいました。特に1日目の園田修司会員、2日目の桑原幸

雄会員の司会は名司会でした。今会議は大変高評価でお

褒めの言葉もいただきました。ご協力に感謝申し上げま

す。 

 

●スマイルボックス（林田公治君） 

  

 

 

 

 

○加藤英敏様（名古屋名南 RC） 

弊社は熊本市天明町に熊本工場があり、本社は名古屋

市です。坂本研一様のご紹介で今回熊本での子ども食堂

へ支援ができないかと訪問させていただきました。 

○藤野直子様（名古屋名東 RC） 

今日は坂本研一さんとのご縁でメーキャップに伺いました。

よろしくお願い申し上げます。 

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君 

網川 久君・北口 誠君 

 名古屋名南 RC 加藤英敏様、名古屋名東 RC 藤野直子

様のご来訪を心より歓迎いたします。熊本南 RC の例

会を楽しんでください。本日の卓話は常任委員長退任

挨拶です。常任委員長の皆さま、一年間大変お疲れさ

までした。思いのたけをぶつけてください。楽しみに

しています。また「第 25 回 国際ロータリー日本青少

年交換研究会 熊本会議」にご参加されました皆さま、

大変お疲れさまでした。 
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○堀川貴史君 

 6/18～6/19 開催されました「第 25 回 国際ロータリー

日本青少年交換研究会 熊本会議」が無事終了いたし

ました。コホストクラブとして当クラブからも多数の

ご支援をいただき誠にありがとうございました。名古

屋からお越しの加藤英敏様、藤野直子様を歓迎いたし

ます。また、坂本仲俊さん、矢野嘉宏さん、西原口香

織さんの入会をお祝いいたします。 

○德永隆正君・永井富士雄君・河津延雄君・漆島典和君 

 大津英敬君・谷口英樹君・松茂信吾君・林田公治君 

 本日のご来訪者 名古屋明南 RC 加藤英敏様、名古屋明

東 RC 藤野直子様を歓迎いたします。本日の卓話は常

任委員長退任挨拶ということで、一年間お疲れさまで

した。 

○坂本研一君 

 本日ご来訪の名古屋名南 RC 加藤英敏様、名古屋名東

RC 藤野直子様を歓迎いたします。お二人はいろんな

奉仕活動をされていらっしゃいますが、本日は子ども

食堂の件で来熊されています。いつもお忙しいお二人

なのでリラックスで例会をお楽しみください。新入会

員の矢野嘉宏さん、坂本仲俊さんとは先日の IM で一

気に距離が縮まりました。松茂委員長ありがとうござ

いました。また、玉田会長年度も残り 2 回となりまし

た。本当にお疲れさまでした。会長は今期何もしてい

ないと仰っていたので、もしよろしければ次年度もど

うぞ！ 

○川崎 博君 

 先週はお別れの会で出席できませんでした。新入会員

3 人を歓迎します。 

○後藤 博君・林田公治君 

 6/18～6/19 開催されました「第 25 回 国際ロータリー

日本青少年交換研究会 熊本会議」にご参加、お手伝

いいただきました皆さま大変お疲れさまでした。特に

1 日目の園田修司会員、2 日目の桑原幸雄会員の司会

は名刺会でした。やはり熊本南 RC は凄いと新潟 RC、

山形 RC の方が絶賛でした。 

○西川尚希君・坂本幸樹君 

 先週の金曜、羽田から JAL便で熊本に帰ってきました。

偶然同じ便で、二人で西原口さんを探したのですが今

回はお会いできませんでした。これから JAL 便に乗る

たびキョロキョロしたいと思います。 

○久峨章義君 

 今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイル

です。 

 

 

 

●常任委員長退任挨拶 

○会員維持増強委員長（三瀬広海君） 

2021-2022年度目標会員数70名達成出来ず誠に申し訳

ございませんでした。コロナ禍ではありましたが、ま

だやれる事があったのではないかと反省しています。

私自身は 2 名の会員（坂本仲俊会員・矢野嘉宏会員）

に入会頂きました。今後も熊本南ロータリークラブ繁

栄の為に会員維持増強活動を行なって参ります。一年

間ありがとうございました。 

 

○クラブ広報委員長（大津英敬君） 

 

 

 

 

 

玉田会長のもと、今年一年皆様にご協力いただき、

心より感謝申し上げます。今年度もコロナ過とはいえ、

なかなか充分な活動が出来なかった事はご容赦頂き

たく存じます。そんな中、1 つだけ喜ばしい事があり

ます。ロータリーの友 4 月号に原会員の寄稿された記

事か掲載されました。皆さん記憶に新しいのではと思

いますが、内容は、コロナ禍での過ごし方を原会員の

『溢れる文才と見事な写真』でツーリングの様子を紹

介するものです。その見事な写真には、原会員、漆島

会員、そして私も写っており、その写真が掲載された

事はなにより嬉しい出来事でした。因みに、その素晴

らしい写真は、道の駅の方に撮影して頂きました。 

さて、私は次年度、地区の公共イメージ委員を拝命

しております。堀川ガバナーエレクト曰く、公共ダメ

ージ委員会と早くもガバナージョークも飛び出して

おります。次年度広報委員長 谷口会員とも連携をと

り、引き続き熊本南ロータリークラブの広報のお手伝

いも続けて参る所存でございます。どうぞ宜しくお願

いいたします。一年間ありがとうございました。 

 

○クラブ管理運営委員長（三角雄介君） 

 

 

 

 

 

一年間、クラブ管理運営委員長として大変お世話に

なりました。出席員会、プログラム委員会、スマイル

委員会、親睦活動委員会、会計の各委員長様方には一

生懸命委員会の仕事をしてくださり、心より感謝して

おります。私がどれだけ皆様のお役に立てたのか分か
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りませんが、この経験を活かして次年度の幹事の職を

全うする所存です。ありがとうございました。 

 

○奉仕プロジェクト委員長（北口 誠君） 

  

 

 

 

 

まずもって本年度を振り返り、ご協力いただいた委

員会メンバー、クラブメンバー他、関係者全員に感謝

申し上げます。また、玉田会長、馬場幹事におかれま

してはコロナの影響を大きく受ける中、例会の開催を

するかしないかの判断をされるのを毎回のように悩

まれご苦労されました。本当にお疲れ様でした。この

一年間の奉仕プロジェクト委員長としての仕事もコ

ロナの影響で皆様にご報告できるような活動はほと

んど出来ていない状況です。また、各委員長の皆様も

同様でプロジェクトが進まない委員会も多くみられ

ました。今年度出来なかったプロジェクトを次年度で

は積極的に推し進めていただきたいと思います。次年

度の国際ロータリーと次年度堀川ガバナーは青少年

奉仕に注力していきたいとのご意向を示しておられ

ます。青少年奉仕委員長、RAC 委員長、IAC 委員長は

特に期待をされる委員会ですので、皆様の更なるご協

力をお願いいします。また、R 寿崎奨学会につきまし

ては、次年度も引き続き雑賀委員長にお願いし、快く

引き受けてくださいました。本当に感謝します。次年

度は当クラブからガバナー輩出ということもあり、米

山奨学生の受け入れが決定しています。次年度委員長

は園田さんに決定しています。急なお願いにもかかわ

らず快く引き受けていただき感謝致します。 

皆様、本年度は本当にお疲れ様でした。本年度の委

員長と次年度の委員長と密に連携して更なるレベル

アップをして参りましょう。次年度も何卒宜しくお願

い致します。 

 

○ロータリー財団委員長（藤山直秀君） 

 

 

 

 

 

今年度のロータリー財団委員長を担当しました藤

山です。今年度のロータリー財団委員会の活動として

は、就任時の挨拶の際もお話ししましたように、何を

すべきかよくわからないまま、そしてコロナの影響に

よりほとんど何もできない状態でありました。そのう

え、「クラブを成功へ導くロータリー財団」というテ

ーマを元に、コロナに影響を受けない活動ができない

のかを考える余裕もなく、この一年を過ごすことにな

りました。結果として、ロータリー財団月間である

2021 年 11 月に会員の皆様へ 100 ドルの寄付をお願い

し、34 名の会員から合計 4,400 ドルを寄付していただ

く事ができました。この数字がどのようなものか、熊

本南ロータリークラブ 64 年のなかでどのようなもの

であるかは不明ですし、結果今ひとつぱっとしない成

果であったかと思います。 

 次年度のロータリー財団委員長の方には、このような

ことがないよう頑張っていただきたいと思います。そ

して、個人寄付をしていただいた会員の皆様には、ロ

ータリー財団の唯一の活動にご協力頂き、感謝申し上

げます。 

一年間ありがとうございました。 

 

【例会予定】 

7/4（月） 会長・副会長・幹事就任挨拶 

 7/11（月）常任委員長就任挨拶 

 7/18（月）祝日のため休会 

 7/25（月）寿崎奨学生紹介・奨学金交付式 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 「ロータリー会員がウクライナへの援助回廊を開く」 

 2 月にロシア軍がウクライナに侵攻してから 1 日も経

たないうちに、チェコ共和国とスロバキアのロータリ

ークラブは、ウクライナへの必需品の輸送やウクライ

ナからの避難民の移動を援助するために、人脈を駆使

して鉄道拠点の利用権を確保しました。ウクライナと

の国境から 100Km ほど離れたコシツェ（スロバキア）

には、東西を結ぶ鉄道の貨物ターミナルがあります。

ウクライナからの広軌鉄道でこのターミナルに運ば

れた原材料は、標準軌の貨物列車に移されて欧州各地

へと運ばれます。多国籍の輸送会社の多くがこの貨物

ターミナルを利用しており、ロータリー会員もここを

拠点にウクライナの支援活動ができることにすぐに

気づきました。マルティン・ピトラークさん（コシツ

ェ・ロータリークラブ会長）が以前に副社長を務めて

いた US スチール・コシツェ社も、この貨物ターミナ

ルを利用しています。ピトラークさん、そしてチェコ

共和国のミヒャル・スラマさん（パルドゥビツェ・ロ

ータリークラブ会長）を含むロータリー会員たちが、

交渉の末にこのターミナルの利用権の確保に成功し

ました。「私たちは素早く行動しました」とモニカ・

コチオヴァさん（コシツェ・ロータリークラブ／ロー
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ターアクトクラブ会員）は言います。「ほかの人たち

がやっと連絡を取り始めた頃、私たちは既に支援の手

配を行っていました」ウクライナの鉄道網は世界最大

級であり、トラックでは行きにくい場所にもアクセス

できるため、この拠点を確保することは重要でした。

コチオヴァさんによると、ロータリーは、救援物資の

輸送のためにこのターミナルの利用許可を得た最初

の人道奉仕団体であり、クラブが集めた医療物資、保

存食品、衛生用品をいっぱいに積んだ列車がウクライ

ナに輸送されています。以来、スロバキア政府と欧州

連合も、鉄道でウクライナに物資を輸送する主要な経

路としてこのターミナルを指定しました。コシツェ

（スロバキア）に到着した物資は、ロータリーのボラ

ンティアによって荷下ろしと仕分けが行われ、ウクラ

イナへと運ばれていきます。ロータリークラブとロー

ターアクトクラブはさらに、60 台以上のトラックとバ

スを使って 740トン分の物資をウクライナ西部にある

国境沿いの都市ウジホロドに運びました。これらの物

資はここから国内各地へと届られます。「必要な時に

ロータリーの力が発揮されているのを見て、うれしく

思います」とピトラークさん。「物資だけでなく、世

界各地から資金も寄せられています」 

「役立つ鉄道」 

ロータリークラブとローターアクトクラブは、広軌鉄

道網の活用に加え、「Railway Helps」（役立つ鉄道）

と呼ばれるイニシアチブに参加しています。チェコ共

和国の旅客会社 Gepard Express 社のオーナーが立ち

上げたこのイニシアチブでは、ウクライナへの物資輸

送とウクライナからの人びとの避難のために旅客列

車を使っています。 

このイニシアチブで現在までに、ウジホロド地域（ウ

クライナ）の町に 500 トン以上の物資が運ばれ、ウク

ライナ避難民 5,500人以上を乗せた列車がパルドゥビ

ツェ（チェコ共和国）に戻っています。 

ロータリー会員は、募金活動、地区からの資金、Gepard 

Express 社オーナーからの寄付など、さまざまなとこ

ろから資金を調達しています。参加している鉄道各社

も多額のコストを負担し、無償で援助を提供している

団体もあります。 

Railway Helps は現在、ポーランドからモスティスカ

（ウクライナ）まで列車を走らせています。現在、輸

送をスピードアップし、ウクライナ国外避難民を援助

するために、モスティスカに待合室と旅客駅をつくる

計画を立てており、スラマさんはそのための追加資金

を探しています。 

「多方面との協力」 

他団体との連携が、この取り組みの成功に極めて重要

となっています。ロータリークラブとローターアクト

クラブは、ウクライナの議員や外交官、地方の知事と

いったウクライナ政府関係者に加え、ハルキウ、チェ

ルカッスィ、ウジホロド、ムカチェヴォといったウク

ライナ各地の病院と協力しています。 

医療従事者の国際親睦活動グループメンバーである

コチオヴァさんとイヴァナ・レンゴヴァさん（コシツ

ェ・クラシック・ロータリークラブ会員）は、医療物

資の購入や、欧州企業から寄贈された医療機器の配備

を監督しています。レンゴヴァさんは、4 台の可動式

画像診断システムや 3 台の可動式 X 線ユニットなど、

Siemens Slovakia から約 73 万ドル相当の機器を確保

することに助力しました。「私たちの親睦活動グルー

プにはウクライナの病院で働くメンバーがいるため、

刻々と変化するニーズにも即座に対応できます」とコ

チオヴァさん。クラブはまた、スロバキアとウクライ

ナの複数の国境地点で政府関係者やボランティアと

定期的に連絡を取り合い、避難民の宿泊所や移動手段

を手配しています。ロシア軍のウクライナ侵攻から 4

日後には、コチオヴァさんは国境地点で活動していま

した。「人びとの苦しみや悲しみが伝わってきました」

とコチオヴァさん。「避難者たちは打ちひしがれてい

ましたが、強い心と誇りを持ち続けていました。欲し

いものを求めたりせず、幼い子どもでさえ文句を口に

しませんでした」 

軍事侵攻の勃発時、コチオヴァさんは出張中で自宅を

離れていましたが、ウクライナのローターアクターで

ある友人から連絡を受け、その友人が自宅に泊まれる

よう手配しました。 

「私が翌日に自宅に戻ってみると、彼女（友人）の持

ち物は小さなバックパック一つだけでした」とコチオ

ヴァさん。「それぞれ違うルートで国外避難した母親

や姉妹と、スイスで会う予定だと言っていました。自

分がこのような状況に置かれたと想像すると、他人事

ではありません」 

 

 

https://rotaryhealthprofessionals.org/

