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今は、孫にあげるだけなので本当に気が楽です。元旦には子供と

■点鐘

孫と 18 人が集合して賑やかは通り越し何を食べたのか、何を飲
んだのか、わからないくらいの年始となります。

■国歌斉唱「君が代」

また今年は、お正月に初めてしたことが 3 つありました。
1 つは元旦に 2 人で小萩山まで 6.5km 歩き、山頂から素晴らし

■ロータリーソング「四つのテスト」
（ソングリーダー

い初日の出を拝んだことです。

古田哲朗 )

もう 1 つは、結婚して初めて 2 日の初売りの日に鶴屋へ買い物
に行ったことです。孫のお年玉より高くつきましたが、とても喜

■熊本東南ＲＣソング「未来」

んでいたのでよいことをした気分でした。
最後の 1 つは、お正月というより人生において初めてのことがあ

■来訪者紹介
（会長

りました。仕事初めの 6 日の日、自宅の東側に植えている木の枝

内田信行 )

を切り裏の竹を片付けていたら、あきらかに誰かが捨てたような
ゴミがたくさんでてきました。

米山奨学生

こんな場所にわざわざ捨てて、と思いながらゴミ袋に入れている

李靖清さん

と紙くず、紙箱、書類、手形帳、通帳、キャッシュカード、
年末近くの店舗で盗難事件があったのを思い出し、すぐに警察に

■米山奨学金の授与

電話をいれました。それは間違いなく盗品でお金以外を捨てて
あったのですが、それから警察官 6 人が来て現場で指差し写真を

■１月の誕生祝い

撮られ、事情聴取と後日警察に出むいての確認作業と、大変な目

会員
志賀重人

会員

１月 0 ６日

住江正治

会員

１月１７日

小畑成司

会員

１月 0 ４日

緒方公一

会員

１月 0 ７日

松岡歩紗実

会員

１月２４日

盧麗娜

様

1 月 23 日

永野文子

様

１月 27 日

に合ったことは言うまでもありません。
以上、この年になっても初体験がまだまだあるものだと思った正
月でした。

■幹事報告
（幹事

配偶者

１）
年賀状を頂いております。
和歌山東南ＲＣ太田豊隆様、慈愛園子供ホーム様、藤崎台童園様、
龍山学苑様、シオン園様、熊本ホテルキャッスル様、オクトン様、

■会長の時間
（会長

中島祐爾 )

愛光社様、城見櫓様、熊本伝統工芸館様（順不同）

内田信行 )

２）
瀧満ガバナー、川原田和廣地区幹事より、第１２回全国ＲＹＬＡ

新年あけましておめでとうございます。令和になってから初めて
のお正月であります。
皆様はどんなお正月でしたか ?

私は結婚してから 36 年間元旦

は嫁さんの実家で迎えるのが恒例でしたが、子供が幼い頃、正月

研究会参加の案内。
日

時

２０２０年２月９日（日）１０：００〜１５：５０

場

所

西九州大学

登録料

佐賀キャンパス

１０，
０００円

に実家に行くのが親戚の方に気の毒で仕方ありませんでした。

３）

お年玉が飛び交うというより、4 人も子どもがいる家族はいない

児童養護施設光明（ひかり）童園より、
「ひかりっ子新聞」の送付。

のでうちの 4 人の子にお年玉を貰いにいくようなものだったから

４）

です。

自転車寄贈支援担当分担の件。
（メール・ＦＡＸにて表を送ります。

子ども達にとっては、お年玉がたくさん貰えるのが楽しみだった

希望あれば変更可能です。
）

と思いますが、私にとってはお正月 4 人を連れて家から出たくな

５）

いのが本心でした。

第６回 定例理事会報告。
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■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当委員

■委員会報告

河岸彦治 )

（会報・雑誌担当

沼田敏雄 )

私の若い頃は健康面には無頓着で煙草はスパ

1. 右側ページから縦書の P19 下段

スパ、酒はガブガブ。

" 女の機嫌の直し方 " と題して、名古屋東南 RC の方が、ある本の

年に何度も通風の発作が出ていましたが、喉元過ぎれば何とやら

感想を書いて居られます。真実かどうか分かりませんが、読むだ

でいっこうに生活も改めようとしませんでした。その頃から同級

けでも……。

生の医者から月１回の血液検査と禁煙を強いられました。検査の

2. 右側ページから縦書の P23 上段左側

結果のファイルが約２５年分。今では私にとって貴重な宝物

熊本東南 RC” 伝承遊びの集い ” が掲載されています。
（松岡泰光

です。悪い項目が多数ありひとつひとつ改善に努めました。

会員投稿）

会員の皆様も自分のホームドクターをもって自分の体の状態を良

3. 左側ページから横書の P32.33

く知ることが大切だと思います。人生１００年と言われる現在、

" ローターアクトの方針に関する最近の変更について "

周囲に晩年迷惑をかけない様に自分の体をケアしていくことが大

2019 年規定審議会は、国際ロータリー (RI) の組織規定を改正し、

切だと思います。

その結果ローターアクトクラブが RI の加盟クラブに含まれるこ
ととなりました。
2020 年 7 月 1 日から変更事項が有効になります。

■表彰および委嘱状の授与

特に目立つのが、ローターアクト年齢が 18 才〜 30 才でしたが、
上限の 30 才が除かれます。今後は 18 才以上すべての若い成人

◇ 表彰 ◇
◆国際ロータリー第２７２０地区 地区大会

が入会できるようになります。

佐野 茂

他にも変更項目がありますが解読下さい。

会員 「出席高齢会員（９３歳）
」

●年齢 30 才が取り除かれた理由は P33 上から 11 行目より書い
てあります。

■委員会報告
（青少年奉仕担当

◆公益財団法人 ロータリー日本財団
白木誠一

宮川義行 )

会 員 「 マ ル チ プ ル・ ポ ー

ル・ハリス・フェロー」２回目（累計２，

昨日、アクトの新年会・第１例会に松本一也会員、小畑成司会員、

５００ドル）

福井学会員、そして李靖清さん出席ありがとうございました。今
年もアクト会員増強にご協力お願いします。今年はアクト３０周
年行事もひかえています。ロータリーのご協力も宜しくお願いし
ます。

内田信行

会員 「ポール・ハリス・フェ

２１日は熊本東ロータリーの例会に山田会員と出席、李靖清さ

ロー」（累計１，
０００ドル）

んの最後の卓話になります。どんどん卓話が上手になってきまし
たが、お酒も強くなってきました。ほどほどという日本語を覚え
ましょう。靖清さんの卓話上達に皆さんご協力ありがとうござい
ました。３月までのお付き合いです。残りわずかですがこれから

◆公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
白木誠一

会員 「米山功労者

も靖清さんをよろしくお願いします。
第４回マ

アクト活動への協力もよろしくお願いします。

ルチプル」
（累計４０万円）

■出席報告
（出席・プログラム担当委員
「米山功労クラブ

第２４回」
（特別寄付の

月日

累計２，４００万円）特別寄付…個人寄付、
米山ランチ寄付など

◆国際ロータリー第２７２０地区
２０２０〜２０２１年度
会員

「職業奉仕委員会

会員数 出席者数

01 月 01 日

◇ 委嘱状 ◇

古田哲朗

松岡泰光 )

副委員長」

43
01 月 15 日 （免 3）
40
☆退
会
12 月 24 日 渡邉一弘
☆出席免除
01 月 15 日 住江正治

MU

出席率
（％）

29

72.50

休会

29

島村徹男

今度の 100% 出席の日は

−２−

修正出
席者数

鷲山法雲

01 月 29 日です。

◎鈴木義親

■スマイル
（親睦・スマイル担当
◎佐野茂

杉本整哉 )

5,000 円
ロータリーも年末、年始と多忙なる日々であったこ
とと存じます。会長、幹事、各委員長様ご苦労でご
ざいます。
本日、佐野会員の出席があると思っております。回

20,000 円
物心ついてから９３才の今日まで病気で入院するこ

となど全く経験したこと無かったのですが、遂に１１
月１４日から１２月４日まで２０日間にわたって国
立病院に入院いたしました。
診断の結果は、肺の一部が機能低下する肺気腫ということでした。
確かに、数年前から兆候はありました。階段の上り下りが気にな

復おめでとうございます。
本園もよろしくお願いいたします。
◎松本繁

3,000 円
佐野会員の見事な復帰を祝してスマイルします。

る状況で、専らエレベーターを利用しておりました。
申し遅れましたが、今回の病欠に当たりまして、クラブからお見
舞いをいただき、誠にありがとうございました。
昭和５９年のクラブ結成以来３７年間にわたって無欠席でした
が、遂に途絶えてしまいました。
今後は体調に合わせて出席したいと思っております。
どうかご賢察いただきよろしくお願いいたします。

◎小畑成司

3,000 円
佐野会員の元気な顔を見て安心しました。スマイル
します。

◎佐野茂

◎彌冨照皇

2,000 円
残りの半年の S.A.A を頑張ります。今年もよろしくお
願いします。

10,000 円（ポリオ根絶募金ＢＯＸへ）
１１月から１２月にかけて、病に倒れて、クラブの
重要行事に参加できなくて誠に申し訳ありませんで
した。特に本年、内田会長の最大の奉仕活動が、ポ

リオ根絶に向けての奉仕活動であり、１１月にクラ
ブあげての街頭募金活動が行われましたが、折り悪く病に倒れて

◎潮谷愛一

参加できず申し訳ございませんでした。
お詫びを兼ねて１万円、ポリオ根絶に募金させていただきます。
◎宮川義行

13,000 円
佐野さん、今年もよろしくお願いします。
合同新年会、お疲れ様でした。大勢の参加で賑わい
ました。その後の２次会、３次会、４次会、日付を

またいで最後はシルバーレインでした。カラオケで
７名の方からスマイルを頂きました。今日は７，０００円プラス
になります。皆様ありがとうございました。
年末の内田会長宅での恒例の餅つき大会、会長毎年ありがとうご
ざいます。毎日きなこ餅で食べています。夕べも寝る前、焼酎の
つまみはきなこ餅でした。あと２日分残ってます。おいしいです。
昨日のアクト新年会も楽しかったです。今年も皆さんよろしくお
願います。
◎内田信行

■卓話「会長年頭挨拶」
（会長

内田信行 )

『早いもので』と、言いたいのですが、やっとのことで半分がす
ぎたというのが実感です。
今までのところ、会長就任時に申し上げました活動方針の状況を
見てみますと、おおむね自画自賛ではないですが、うまく進んで
いると思っております。
これも、幹事を始め皆様のご協力のお陰だと感謝しております。

10,000 円
新年明けましておめでとうございます。
昨年は色々とお世話になりました。皆様の協力のお

陰で、前期を乗り越える事ができました。残りの半
期もよろしくお願いします。このスマイルで会長の
年頭の挨拶を無しには出来ませんが、今年も皆様にとって良い年
になりますように。
◎沼田敏雄

2,000 円
明けましておめでとうございます。今年もどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

10,000 円
声帯を摘出した人の発声教室、現在熊大病院にて毎
週火曜日実施しておりましたが、南地区として、八
代市にある熊本総合病院でも４月から教室開催が決
定しました。水俣、人吉、一部天草地区、八代、宇
城一部は便利になります。高齢者も多くなり常々心配しておりま
した。

改革するべきところは改革し、新しいことに取り組むべき事は取
り組むという姿勢でやっておりますが、なにぶんにも会長をやる
のが初めてで不慣れな点がたくさんあります。ようやく何もかも
スムーズに出来るようになった頃には、1 年が経ち会長も終わる
のではないかと思います。
これは提案ですが、この年頭の 30 分挨拶の 30 分はせめて半分
の 15 分でお願いしたい ! 会長になってみるとわかりますが、
話ベタの人間にとって人前で 30 分話をするということがどんな
に苦痛で、またその話を聞かされる皆様も同じく苦痛の時間にな
るということです。お酒も入らず話をするのは、15 分が精一杯
ですので、話をするのが楽しい方は 30 分、無理な方は 15 分と、
選べるようにしていただきたいと思います。今後の会長のために、
宜しくお願い致します。
さて、年度の目標で、会員増強、又ポリオ根絶の街頭募金活動を
挙げており残りの半期も会員増強、ポリオ根絶コインボックス募

−３−

金を引き続き行っていこうと思います。これから先は私なりの好
評みたいな事をお許しください。

青少年奉仕委員会では、ロータリアンに協力を求め会員増強に努
めて頂きたいと思います。( 法人会員 )

新年度になり、慈愛園のサマーキャンプが 8 月に行われる予定で
したが、台風と雨で中止となりました。支援金は後日慈愛園の方

国際奉仕委員会では、フィリピン里親支援継続、米山奨学生の例
会参加奨励、米山奨学生への寄付の奨励に努める。グローバル補

に届けさせて頂きました。

助金を活用した国際奉仕新事業の模索及び推進。これについては
台湾方でサインするばかりに進んでいます。

9 月 7 日には泉ヶ丘校区伝承遊びの集いが開催され、指導者、
児童、
ロータリアンと合わせて約 200 名の参加を頂きました。皆さん
も良くご存知のようにお手玉、ゴム銃、水鉄砲、紙玉鉄砲、竹と
んぼ、竹馬など、6 種類があり、公民館内では、おはじき、お手
玉遊び、あやとり、ぶんぶんゴマ作りなどがありました。
伝承遊びは熊日新聞も取り上げて頂きました。
9 月には和歌山東南ロータリークラブへの例会に参加させて頂き
35 周年のお礼を言わせて貰いました。例会後は高野山、夜は食
事会二次会と翌日はゴルフとおもてなしを受けて帰りました。
今年の 4 月半ばに和歌山、宇佐ロータリーからも熊本に来るとの
事です。その時は出来る限りのおもてなしをしたいと思いますの
で、皆様のご協力をお願いします。
11 月 24 日にはポリオ根絶の街頭募金活動を行い多額の寄付を頂
き、人の暖かい心が身に染みる一日でした。
2 月には、社会奉仕プロジェクトのーつで自転車寄贈支援があり
社会奉仕活動の大きな目標は終わります。
それぞれの委員会がありクラブ管理委員会、親睦、受付、スマイ
ル忙しい中にも頑張って頂き、どこのクラブにも劣らない受付、
会員同士の親睦を深める行事、誕生祝い、結婚祝い、ゴルフ大会
と今年は新たにボウリング大会も主催して頂き 2720 地区でも一

姉妹クラブ委員会では、和歌山東南ロータリークラブ訪問。
中津で開催される地区大会の際には、友好関係にある宇佐ロータ
リークラブと交流する。この件はすでに実施済みです。
長期戦略委員会では、joyfulandGoodplusEXCITING なクラブする
にはとあります。中期 3 ｶ年 (2019 〜 2022 年 6 月 ) 計画 ( 案 )
を策定する。会員増強出席率の UP、奉仕活動、親睦活動などと
あります。今期は残念ながら会員増えるどころか、減少傾向にあ
ります。そこで、以前松本長期委員長の会員増強班割り表を作っ
てみましたので、皆さんに提案したいと思います。
SAA：彌富さんにお願いして良かったと思っております。
残りの半年間、楽しい例会の進行をよろしくお願いいたします。
会計：永野さんにお任せきりで、大変申し訳ないと思いますが、
会員 50 名を目指しておりますが、なかなか目標達成出来ません
会費のやり繰り大変と思いますが、必ずや 50 名目指して頑張り
ますので、よろしくお願いいたします。

■点鐘
編集者

■今後の予定

番のクラブ作りが出来ているのではないかと思うので、後期も頑
張ってください。宜しくお願いします。
出席プログラム於いては、例会を欠席された方には、直ぐに携帯
電話へのメーキャップ案内をして頂き非常に助かっています。そ
こでお願いですが出来れば他のクラブへのメーキャップの同行も
して頂ければと思います。それは私も OK です。

沼田敏雄

職業奉仕セミナー

大分県

ホルトホール大分

大分市

01 月 25（土）
宮川義行、前田日出夫
01 月

01 月 25（土）

2019 〜 2020 年度

大分県

ホルトホール大分 /

RLI パートⅠ

大分市

レンブラントホテル

松本一也

会報、雑誌、スマイル時の写真を、のせるのはとてもいい案だと

八代北ＲＣ

思います。

02 月 01（土） 創立 50 周年記念式
典・祝賀会

ロータリー情報では新入会員への指導者育成に努めて頂き、又私
達にもいい勉強になります。

02 月 01（土）

八代市

地区補助金管理

熊本県

セミナー

熊本市

八代ホワイトパレス

アスパル富合

松本一也、村瀬直久

公共イメージ委員会では、福井委員長が、ポリオ根絶の街頭募金
活動を地区の HP にアップして頂きました。今後もマスコミに対
する取材依頼促進、メディアの関心を引く活動に力を入れて頂き、
地区への東南ロータリークラブのアピールも宜しくお願いします。

熊本県

熊本江南ＲＣ
02 月 02 月 08（土） 創立 50 周年記念式
典・祝賀会

熊本県

ニューオータニホテルズ

熊本市

ザ・ニューホテル熊本

内田信行、中島祐爾、松本一也、吉田嘉昭、古庄浩二、福井学、堀内健太郎、松本繁、

ロータリー財団委員会に於かれては、ロータリー財団の仕組みを
全員に理解して頂いて寄付金増に努めて頂きたいと思います。

前田日出夫、宮川義行、小畑成司、白木誠一、杉本整哉

02 月 21（金）

熊本第３グループ

熊本県

ＡＮＡクラウンプラザホテル

ＩＭ

熊本市

熊本ニュースカイ

大分県

大分県消費生活・男女共同参画

大分市

プラザ「アイネス」

職業奉仕委員会では、堤会員の工場への職場訪問が計画され楽し
みにしております。また勉強させて頂きます。

02 月 23（日） 国際奉仕のつどい

−４−

