今年度米山奨学生 ソウ・ウゼンさんへ 9 月奨学金が交付されました。
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皆さま、こんにちは。私は多少政治に関心がありますが、こ
こでは何処の政党を応援してるとか、何処の政党がダメだとか
の話ではなく、最近国内や欧米等でもよく聞く話ですが、2021
年 10 月 31 日に投開票が行われた衆議院議員総選挙。
「政治分野

今日の例会

における男女共同参画の推進に関する法律」施行後初の総選挙

1 今日の歌

となりました。1,065 人が立候補し、うち女性は 186 人と全体の
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3 会長・幹事報告
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17.7％でした。当選した女性は 45 人で衆議院議員の女性比率は
9.7％となり、前回を下回る数字となりました。尚、有権者に占
める女性割合は約 52％です。今回の衆議院選挙を経て、国際順
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位は 190 カ国中 168 位となりました。だから？
例えば女性の国会議員の割合を 30%にするとか、女性の管理職
を何%にするとかの話を最近よく耳にしますが、皆さんはどうお
考えですか？当然、女性が立候補しやすい環境の整備や社内で
の女性が管理職になりやすい理解と環境は必要です。
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しかし、割合ありきで女性を登用する考え方は女性に対

米山奨学生 9月奨学金交付式

して非常に失礼だと感じます。もしそれを実行すると本
当に有能で国の為に働いてくれる男性が埋もれる恐れ
があります。逆を言えば本当に有能な女性であれば、国
会議員全員 100%女性でも全然いいと思います。うちの社
員も優秀な女性社員がどんどん増えてますし、役職も上
がってきてます。社会の中でどんどん女性が活躍する事

皆さま、こんにちは。米山奨学生の崇城大学デザイン

を心から期待します。因みに我がクラブ会員のご家庭の

学科 ソウ・ウゼンです。奨学金のおかげでアルバイト

お話を聞くとほぼ 9 割が奥様に頭が上がらない状況です。

時間を減らすことができ、学業に集中できるようになり

まあそれが家庭円満雄大きな要因かな、と思います。

ました。誠にありがとうございます。まもなく後期の授

以上、会長報告です。

業が始まりますが、目標として、10月に行われる「熊本
大学 DESIGN AWARD」の準備をすること、昨年は優秀賞
をいただきましたが、今年はもっといいアイデアを出し

出席報告（中嶋亜志火君）
会員数

たいと思っています。それから、私は将来、空間や家具

出席数

デザイナーになりたいので色彩検定2級を取ること、ま

出席率

た、学業以外ではボランティア活動に積極的に参加した
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いと思っています。

欠席記録免除者 1 名
新入会員自己紹介 2回目（際田赳久君）

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（三角雄介君）
1.姫路南 RC より、8月週報及び2022-23年度活動計画書
が届いております。
2.来週（9/19）例会は「祝日のため休会」です。次回は

皆さま、こんにちは。新入会員の際田です。熊本市出

9/26（月）12：30～です。

身、先日39歳になりました。中学卒業後、オーストラリ

3.例会終了後「前年度 臨時理事会」及び「今年度 定例

ア メルボルンの高校大学に通い、卒業後は東京の不動

理事会」を開催いたします。関係各位はご参加をお願

産会社で働きました。その後こちらに戻り弊社に入社、

いいたします。

一昨年代表に就任しました。まだまだ不慣れで仕事に追
われる日々です。今後ともよろしくお願いいたします。

例会変更のお知らせ
○西南 RC～オンライン例会に変更
[日

委員会報告

程] 9 月 29 日（木）12：30～

●雑誌委員会（高宮

宏君）

○りんどう RC～夜例会に時間変更
[変更前] 9 月 29 日（木）13：00～
[変更後] 9 月 29 日（木）19：30～
2021-22 年度臨時理事会報告（玉田光識君）
1.2021-22 年度決算報告について

皆さま、こんにちは。まず、横書き P.5「RI 会長メ

⇒承認されました。

ッセージ」より、グアテマラを訪れた時のこと、二つ
の大事な真実が思い起こされるようで、一つ目は会長

2022-23 年度定例理事会報告（北口

誠君）

たちが力を発揮できるのは地元で実際に活動する専

1.ポリオデーT シャツ（ポリオ根絶募金活動用/@1,600

門家のサポートのおかげであること、二つ目は重要な

円）の購入について

目標を達成するには時に危険を冒す必要があるとい

⇒全員購入が承認されました。
国府高校 IAC 会員分は IAC

うこと、と述べられています。次に P.7～15には「ロ

委員会予算より支出が承認されました。

ータリーの友70年」の歴史が掲載されています。是非

2.園村誠也様の入会について⇒承認されました。

読んでください。P.11に松下幸之助氏（松下電器産業

3.藤山直秀会員の退会について⇒承認されました。

創業者/大阪 RC）も座右の銘「天地の恵み」を投稿さ
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れています。P.14、正田美智子様のご成婚を祝うの記

○喜讀宣友君

事「ロータリアンの家族から皇太子妃」は現・上皇后

際田赳久会員の自己紹介2回目の成功にスマイルしま

様です。P.15は日本での最初の国際大会の様子の記事、

す。また、本日の卓話者 漆島典和会員、園田修司会

登録者数はロータリー史上空前の74カ国23,378名に

員に期待します。昨日は飲みすぎて早めに寝ました。

上がったようです。P.16、東京オリンピックの記事、

米山奨学生 ソウ・ウゼンさんのご来訪を歓迎します。

P.17に日本人初の RI 会長 東ヶ崎潔氏の記事です。

○河津延雄君・古財良一君・井上雅文君・西川尚希君

P.24～33まで、裏千家の千玄室氏の紹介です。P.38～

森本康文君・松茂信吾君

39には「ロータリー行動計画 適応力を高める」につ

漆島典和会員、園田修司会員の卓話を楽しみにしてい

いて、ノース・コッツウォルズ RC 会員のニッキー・

ます。

スコットさんが質問に答えています。参考にしてみて

○漆島典和君

ください。P.45に今年11月に神戸で開催される「第51

際田赳久会員のご入会を心より歓迎いたします。今後

回ロータリー研究会」のご案内です。

のご活躍をお祈りします。

縦書きに移ります。P.2「ロータリーの友」創刊70

○谷口英樹君

周年特別企画 俳句の作品を募集しています。皆さま

本日の卓話者 漆島典和会員、園田修司会員に心から

もどしどし応募してください。P.14～15には熊本のロ

感謝します。台風シーズンの到来です。先週の 11 号

ータリアンの4作品が入選しています。P.21、大分臨

では通信の困難な夜間に向けて対応を行ったところ

海 RC の記事、P.23に大分大学付属中学校 IAC の活動

ですが、大きな被害もなく過ぎてくれてよかったです。

の記事です。

これから 12、13 号と続いていきますが、今後も被害
がないことを祈っています。

●親睦活動委員会（松茂信吾君）

○加藤和文君
このところ欠席が続いておりましたのでお詫びのス
マイルです。申し訳ありませんでした。遅くなりまし
たが、福田崇九様、際田赳久様のご入会を歓迎いたし
ます。今後ともよろしくお願いいたします。
○土田健嗣君

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より 9/28（水）

際田さんのご入会おめでとうスマイルです。先週は卓

北口会長年度ゴルフコンペの最終ご案内です。追加の

話担当で余裕がなくすいません。緊張感があると思い

ご参加はまだ間に合いますのでよろしくお願いいた

ますが、自己紹介 2 回目顔晴（がんば）ってください。

します。また、併せて景品も募集しておりますので、

ちなみに新入会員卓話が終わって一人前です。（笑）

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

○園田修司君
久しぶりの卓話になります。少し緊張しております。

●スマイルボックス（大津英敬君）

よろしくお願いします。
○興梠一喜君

Ⅲ

本日は今週末の賃貸住宅実例見学会のチラシを置か
せていただきました。当社では投資や相続税対策等々
お手伝いしております。お近くに来られましたら是非
お立ち寄りください。興梠より案内と言っていただい
○北口

誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川

久君

たら何かよい物がもらえるかもしれないです。

丸山浩之君

○井上雄一朗君

Ⅱ

米山奨学生 ソウ・ウゼンさんのご来訪を歓迎いたし

久しぶりの例会出席でお詫びのスマイルです。また、

ます。勉学に遊びも楽しんでください。また、本日の

お初にお目にかかりますメンバーの皆さま、私みたい

卓話者 漆島典和会員、園田修司会員に心から感謝い

な幽霊会員にならないでください。

たします。お話楽しみにしています。
○齊藤直信君・野口泰則君・德永隆正君
本日の卓話者 漆島典和様、園田修司様にスマイルし
ます。二人の卓話が楽しみで昨日はよく眠れました。
期待しています。
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●会員ビジネス卓話（網川

久君）

○漆島典和君

○園田修司君

村上天皇の御代、応和元年（ 961 年）に肥後の
国司として紀師信公が当国赴任の際、茶臼山南麗
（現花畑公園）に、肥後の国の守護神として祀り、
宮城の四隅に木を植えて四木宮と称したのを創祀
とします。慶長七年（1602 年）、国主加藤清正公
が茶臼山に熊本城を築城するにあたり、「尚城頭
より見下ろすことは甚だ恐れ多し」として、白川
河畔、本荘の地に遷座されました。寛永十四年
（1637 年）藩主細川綱利公が幼少にして襲封され、
“これ一に神徳の加護によるもの ”として、旧来
の「四木宮」を「代継宮」と改称せしめ、 自筆の
神号額を献奉されました。天明元年（1781 年）細
川重賢公は社殿を造営し、先祖細川藤孝公を合祀
して、和歌管絃祭を行なわれました。
白川改修工事に伴い、平成元年、現地（立田山東
峰天拝山頂上）天を拝む山に社殿を造 営して遷座
されました、由緒深き古宮であります。
当宮は、その名の由来通り、 ”代を継ぐ“神社と
して、家督相続祭・後継者継承・安産祈願祭・子
宝の神として信仰されております。
また、参勤交代時代、安全祈願祭が執り行われた、
代継宮海陸航路安全守護の御札や、熊本の最古の
地図があるとおり、交通安全の神としても尊 崇さ
れております。
“たらちねの親につかえてまめなるが 人のまこ
との始めなりけり ”明治天皇御製 （今日まで、這
えば立て、立てば歩めとはぐくみ育てられた親の
ご恩に感謝し忘れることなく、親から子へ、子か
ら孫へと次世 代へ続く生命の繋がりを尊び、発展
的に未来へと受け継いでいきましょう）

【例会予定】
10/3（月）外部卓話 片桐英夫様
（寺原自動車学校/熊本 RC）
10/10（月）祝日のため休会
10/17（月）観月会
10/24（月）出張出前セミナー（公共イメージ）
10/31（月）新入会員卓話 矢野嘉宏君
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