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■点鐘

も上熊団地も崇城大学も無くお店と言えば、県道沿いに数件あった

■国歌斉唱「君が代」

今でも田舎の風景は残していますけど、田んぼや山に囲まれて遊び

ぐらいで、上熊本駅は遠い所と感じていました。

と言えば竹馬や、ゴム銃、水鉄砲、紙鉄砲など、リンゴ箱下に竹そ
り付けて滑って遊んだり、食べ物と言えば桑の実、ぐみ、しいの木

■熊本東南ＲＣの歌「未来」

の実 秋には柿など何でも食べて育ちました。

農家の収入と言えば稲作米の収穫が終われば麦を植え終われば、山

■来訪者紹介

に行って木を切り出し一年分の燃料の牧作り、時間があれば縄待っ

（会長 内田信行 )
米山奨学生

て山に落ちた木の枝を集めて待って帰って居たので山は綺麗山でし
たが、今では歩くのに大変状態になってます。

李靖清 君

うちには蚕もやって居たので桑の葉っぱ積に行かされて居ました。
農家が嫌でたまりませんでした。

■米山奨学金の授与

私の確かな記憶ではありませんが、水飲み百姓言っていたのではな

（会長 内田信行 )

いかと思います。意味は米を作っていながら、白いご飯たべるのは

正月か親戚の集まりの時しか記憶にありません。米と麦が半々で、
たまにあわ飯などもありました。

■今月の誕生祝い

今で言えば健康食かもしりません。

そんな環境で育って来ました。それが嫌で嫌で 29 歳クレーン買っ

（親睦・スマイル担当委員 緒方公一 )

て現在に至っております。

結婚して二男、二女に恵まれて孫 8 人嫁一人と幸わせに暮らして

【会員】

おります。

沼田敏雄 会員 ７月２３日

頭も態度も悪い私ですが、会長して皆様のしもべとなり。中島幹事

と一年間頑張って行きますので、どうかよろしくお願いいたします。

【配偶者】

住江慶子 様 7 月 6 日

■幹事報告

松岡絹子 様 7 月 13 日

（幹事 中島祐爾 )

古庄豊美 様 7 月 18 日
福井美穂 様 7 月 25 日

1）

■新会員入会式

瀧 満 ガバナーより、
「日本のロータリー 100 周年記念ピンバッジ」
頒布についてご協力のお願い。

出先教明 君

■会長の時間

2）

支援対策室 前田眞実 パストガバナーより、第５回 熊本・大分地震
支援対策会議の案内。

（会長 内田信行 )
私には、自慢出来る事もないし、学歴もなく、
褒める事無いので生い立ちを話したいと思い

ます。 １９５１年生まれの、
現在６７歳です。

日時 ２０１９年９月７日（土）１２：００～１４：３０
場所 レンブラントホテル大分 ２Ｆ
議題 ・義援金の利用状況について

・義援金残金を含む今後について

農家の次男として生まれ、姉、兄の三人兄弟

の末っ子とし生まれました。

家は現在住んでいる所です。私の小さい頃は上熊本駅より先は砂利

道でバスがすれ違うのもやっとで、JR も単線で、その当時は金剛

3）

本日の例会終了後に、第１回定例理事会を開催いたします。

－１－

■今後の予定
地区青少年奉仕部門

熊本県

セミナー

益城町

7 月 7 月 14 日
（日）

☆新入会
07 月 03 日 出先教明
☆退
会 06 月 30 日 西村陽介
☆出席免除
06 月 19 日 志賀重人 鷲山法雲
07 月 03 日 住江正治 島村徹男 鷲山法雲

グランメッセ熊本

宮川義行

☆欠席者
06 月 19 日

■ロータリーの友紹介

西村陽介

潮谷愛一

渡邊一弘

今度の 100% 出席の日は

（会報・雑誌担当委員 沼田敏雄 )

河岸彦治

7 月 24 日です。

■スマイル報告

「ロータリーの友 ７月号」

①横書き p.58 地区別クラブ数一覧表掲載

（親睦・スマイル担当委員 緒方公一 )

② 〃 p.56 左下 ポリオ撲滅 ⇒ ポリオ根絶

③ 〃 p.37 2720 地区 瀧満ガバナー掲載（自らギターと歌を披
露される多才な趣味を持っておられる）

④ 〃 p.26 2830 地区 沼田廣ガバナー（私に似てるけど私とは

◎古庄浩二

120,000 円
出先君の入会を歓迎します。永年の念願がかない
大変嬉しく思います。併せて内田年度の船出を祝
して今年度分としてスマイル致します。次の新入
会員予定者は来週例会でご紹介します。

◎志賀重人

20,000 円
先日は家内の葬儀に多くの皆さんに御参列いただ
きまして故人もさぞかし喜んだことと思います。
一人になりますと改めて何あんもしきらんことを
思い知ります。皆さんも奥さんを大切になさって

親戚でもなく無関係です）
＊ ＊ ＊

◎今年度よりはじめて、スマイルされた方の写真を掲載する事に致
しましたので、カメラマンの方に笑顔のポーズをお願いします。高

額スマイルの方は会長の時間のページを削除して掲載します。スマ
イルを読まれる方はゆっくり読んでください。

下さい。有難うございました。

■委員会報告

（青少年奉仕担当 宮川義行 )
７月第１例会
７月第２例会

◎内田信行

10,000 円
白石会長、村瀬幹事、お疲れ様でした。又、今日
誕生日の方、おめでとうございます。今日、第１
回例会において出先君の入会ありがとうございま
す。１年間宜しくお願いします。

◎村瀬直久

10,000 円
あけましておめでとうございます。旧年中は大変
お世話になりました。本年もさわやかな１年にな
りますように、よろしくお願いします。

◎緒方公一

10,000 円
いよいよ新年度のスタートです。私も親睦担当委
員として一年間精一杯頑張ります。

◎沼田敏雄

10,000 円
内田会長、中島幹事、お疲れ様です。健康に留意
されて頑張ってください。

◎中島祐爾

10,000 円
これから一年間よろしくお願いします。内田会長
の金魚の「ふん」みたいにブラブラとぶらさがっ
ていきます。

７月９日２０時 清水公民館「会長所信表明」
７月１８日２０時 清水公民館「簡単ストレッチ」

６月２９日・３０日 地区ローターアクト研修会とアクト卒業式
阿蘇かんぽの宿
大雨の中、寿崎会員、大阪から郁子さんはじめ 100 名参加。樹
村会員はじめ 19 名卒業。
アクト会員減少の中、いかに会員増強をはかるかが大きな課題と
して話し合われました。アクトの紹介パンフレットを作る。米山

奨学生をアクト例会に誘う。銀行員・公務員を含め職場で淋しい
思いをしている若者に仲間作り社会奉仕活動の喜びを伝えていこ
う。という活発な意見が出されました。新年度が始まりました。
アクトの会員増強への協力を皆様よろしくお願いします。

■出席報告

（出席・プログラム担当委員 松岡泰光 )
月日

会員数 出席者数

44
06 月 19 日 （免 2）
42
44
07 月 03 日 （免 4）
40

35
34

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

4

39

92.86
85.00

－２－

◎松本繁

10,000 円
１．前年度、白石会長・村瀬幹事、大変お疲れ様
でした。立派に努めを果たされたことに心より敬
意を表します。
２．いよいよ新年度のスタート、内田会長・中島

幹事の存分のご活躍を期待致します。
３．待ちに待った出先教明君のご入会を祝福し、心から歓迎致し
ます。
◎宮川義行

◎松本一也

5,000 円
直前会長幹事、お疲れ様でした。新会長幹事、よ
ろしくお願いします。

◎出先教明

3,000 円
入会を認めて頂きありがとうございます。精一杯
がんばりたいと思いますのでよろしくお願いいた
します。

6,000 円
内田新会長おめでとうございます。新役員の皆さ

ま、今年もよろしくお願いします。青少年奉仕担
当委員、米山カウンセラー、地区職業奉仕委員と
して出来る限り努めていこうと思います。１年間
よろしくお願いします。福井会員の強い要望で今年はスマイルを
6,000 円にする事になりました。雨が続いています。くれぐれも
帰りの足元に気をつけて下さい。毎週皆さんの元気なお顔を拝見
できるのを楽しみにしています。
◎白石繁

5,000 円
今日、外は雨、警報も出ているのに何故か気分は

◎前田日出夫

◎鈴木義親

3,000 円
内田会長・中島幹事、泣いても笑っても一年間です。
悔いのないように暴れてください。

3,000 円
新年度を迎え気持ちが改まる日になりました。会
長・幹事、他、会員一同の頑張りを期待します。新

爽快です。内田丸の船出です。一生懸命艪をを漕
ぎますので、大きな声で号令を掛けて下さい。

◎福井学

◎堤勝也

5,000 円
内田会長、中島幹事、新役員、理事、会員の皆様、
今期も宜しくお願いします。

5,000 円
白石会長、村瀬幹事、他、前年度の役員の皆様、大

変お疲れ様でした。最終例会出席できずすみません
でした。又、内田年度が素晴らしい一年になる事を
祈念しましてスマイルします。

◎草村安宏

入会員の出先様の入会をお慶び申し上げます。

◎岡本千代門

3,000 円

内田会長、中島幹事の船出を祝して。頑張って下
さい。

◎吉田嘉昭

3,000 円
内田会長、中島幹事、一年間宜しくお願いします。

◎小畑成司

1,000 円
内田会長、中島幹事、彌冨ＳＡＡ、一年間のスター
トですね。頑張ってください。出先君の御入会を
歓迎いたします。

5,000 円
内田会長いよいよスタートですね。内田丸の船出
を祝してスマイルします。

■新年度方針

◎永野昭一

5,000 円
内田会長、中島幹事、一年間宜しくお願い致します。

（会長 内田信行 )
我がクラブも今年で創立３６年目を迎え、５月より新年号令和とな

り元年の記念すべき年に会長を仰せつかり一段と飛躍しなければな
らないと思います。

私は結婚して３６年目を迎えており、東南ロータリークラブと一緒
◎佐野茂

5,000 円
内田会長、中島幹事の船出を祝ってスマイルします。

の年になります。二年前の長期戦略委員会で初年度の目標が、白木

年度で４５名、白石年度で 50 名、私の年度で 55 名を目指してお
りましたが、一年ずらして 50 名目標で頑張りたいと思います。
まず親睦活動無くして何も出来ないのではないかと思います。

そして会員増強、前年度、今年度と若い特に素晴らしいメンバー増

え、目に見えて東南ロータリークラブ於いては活性化となっている

－３－

のではないかと思うし又、受付に於いても他のクラブから見ても何

2019 ～ 2020 年度国際ロータリー会長

処にも負けてないと思います。

マ－ク・ダニエル・マロニー会長

遊びについても、ゴルフで 5 組以上も出来る様になっております。
新入会員の皆さんが、ゴルフされている姿又、その後表彰式懇親会

ロータリーは世界をつなぐ中で

で見ていても楽しんでくれていると思います。最終的には遊びでの
中より奉仕活動に繋がるのではないかと思います。
（親睦委員長が
皆で楽しめるレクリエーションを考えていますので楽しみにお待ち
ください）私が東南ロータリークラブに入会する前はソフトボール

1）会長のテーマを私なりに解説すると以下のようになります。
（1）ロータリーの成長（拡大）

チームもありユニフォームもあったそうです。

本年度の目標会員増強はもちろんですが、先ずは楽しいクラブ作り
を目指したいと思います。私には難しい事は出来ません頭は使えな

いけど、体はまだまだ使えます。そこでポリオの根絶の募金活動を
したいと思っております。皆さん断りもなく勝手に募金箱を 5 個作

（2）家庭の重要性を強調

家族・職業の重要性と理解

（4）国連との連携

ポリオ終結への強い意志

（3）内部組織の改革
2）

既存の考え方大きく変える

イ）ロータリーは、ロータリーが無ければ出会うことが出来なかっ

た人々、共通の考えを持った人々、私達の支援を必要とする人々

りました。これは私からのクラブへのプレゼントとします。その内
2 個を緒方会員店舗のレイジの近くに期限を切って、置いて頂き寄

会員拡大

等とつながり、世界中の地域社会で人生を変えるような活動が

可能な組織

付を募って頂く、私の場合は車庫まえに自動販売機３台置いており

ロ）クラブはロータリー活動の中心

ます。

二）会員増強は戦略的、革新的に、既成概念を捨てよう

ます現在は売り上金の一部を犯罪者支援センターに寄付しており
残った売り上げの中よりより寄付をしたいと思っております。

ハ）クラブの在り方は創造的、柔軟的に決めるべきである
ホ）ロータリーは家族や仕事の時間を犠牲にするのではなく、それ

他の会員方でも出来る事があれば協力をお願いします。

そこで皆様には小さい募金箱プレゼントしますので、自宅に置いて
頂き小銭を一年間入れて頂きポリオ終結の為の募金にして頂ければ

を補う場である

へ）ロータリーの役職は多忙な職業人に合わせた現実的、管理可能
なものにしなければならない、仕事や家族を犠牲にしてやるも

と思います。

10 月頃に下通り、上通り街頭募金を考えています。

18 年前に下通り、上通りで中央ロータリークラブに手伝って頂き
募金活動を行い 20 数万円寄付頂きました。また東南ロータリーク

ラブ吹奏楽コンクール大会を、県立劇場を貸し切っておこなった時
にも 10 万ぐらいの寄付を頂いたと思います。金額は別として本年
度の奉仕活動の一つにしたいと思っておりますので宜しくお願いし
ます。

のではない。

和歌山非公式訪問ですが、出来れば 9 月の末位で計画して頂けれ
ばと思います。

最後に私自身が注意事項としてセクハラ発言をしないようにします。
一年間宜しくお願いします。

■点鐘

私の本年度の目標の一部として

（1）例会の席を月に一度はくじ引き決めたいと思います。

編集者

（中華料理は除く）

SAA の活動計画書に年 2 回書いてありますが、出来れば月に

ハリスの肉声：1933 年のラジオ放送

一度と思っております。

投稿日 : 6 月 25, 2019

～ 1933 年ボストン国際大会で行われた

（2）夜間例会（案）ついて

ポール・ハリスのラジオ演説から～

偶数月第 3 週目例会を夜間例会にしたら偶数月の 6 月の第 3

週目慶祝会１２月の第 3 週目がクリスマス家族会となります

ボストン国際大会でのポール・ハリス（一番右）。コロンビア、

ので、年間 4 回となります。2 回をキャッスルホテルで、

キューバ、英国、ドイツ、スペインからの大会出席者たちと。

後 2 回外部で炉辺会合的にしたと思います。

理事会で協議後なるかと思いますので決定ではありません。

1933 年 6 月 27 日、ボストン（米国）で開かれたロータリー

（3）前年度話がありましたグ－ロバル補助事業で小畑会員中島幹事
とベトナムへの視察を予定しております。

（4）年末行なっている餅つきを何かの奉仕に出来ないかなと考えて
います。

皆様にいい案あれば教えてください。
（5）東南ロータリークラブのスタジアムジャンパーを作る
理事会協議後に報告します。

沼田敏雄

国際大会でポール・ハリスが演説し、国際理解と寛容の精神が
世界各国のロータリー会員を結びつけていると語りました。

この演説は、ロータリー国際大会の演説としては初めてラジオ
放送されました。ハリスは、自宅でラジオを聴くリスナーに向
け、ロータリーを通じて文化の壁を超えた友愛を実現できると
呼びかけました。「同胞である人間への愛を心に抱いているな
ら、あなたは潜在的なロータリアンです」

86 年前のこの演説には、今も通じるメッセージが含まれてい
ます。この演説の録音でハリスの肉声をお聴きください。

続きを読む →

－４－

