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■会長の時間（会長 白木 誠一 )

■点鐘

『土用丑の日』とは

■国家斉唱

「夏の土用」の間に鰻を食べる行事が有名にな
り皆さんも鰻を食べるようになりました。土用にまつわる話に

■ロータリーソング（我らの生業）

はこんな言い伝えもあります例えば土用中に土いじりをしてはい
けないとか、丑の日に大根の種をまいてはいけないとか・・葬送

■来訪者紹介

は延期しなければならないなどの禁忌が設けられていました。な

（会長 白木 誠一 )

ぜこんな言い伝えがあるかと言うと、土用中は季節の変わり目に
なるので農作業などの仕事をすると体調が壊れやすいと言う事で

熊本第３グループガバナー補佐

大友利行

様

君

しょう。季節の変わり目って誰しも体調を崩しやすくなりますよ
ね。土用中は無理したら良くないよと言う事でしょう。この土用

熊本城東ＲＣ

田代順二

元米山奨学生

朴明美

様

の丑の日にウナギを食べる習慣には面白い由来があるんですよ！

米山奨学生

翁力棟

君

江戸時代に夏になると暑くてウナギの売れ行きが悪かったそう
で、困っていたうなぎ屋さんが学者である「平賀源内」に相談し
たそうです。相談を受けた平賀源内は、うなぎ屋の前に「今日は
うなぎの日だよ〜うなぎを食べましょう！」

■来訪者からの一言

という張り紙をしたところ、うなぎが飛ぶように売れたそうです。

・熊本第３グループガバナー補佐
大友利行

様

これがきっかけとなって現在も夏の土用の丑の日にうなぎを食べ
る習慣が出来たと言われています。
『土用』とは四立（立春、立夏、立秋、立冬）の前、18 日（また

ガバナー補佐就任の挨拶

は 19 日）の期間のことです .
『丑の日』とは干支と言う数え方だけでなく、方角、月、日にち

・熊本城東ＲＣ

田代順二

様

熊本城東ＲＣ創立３０周年記念式典
（２０１８年３月３１日）と
２０１７−２０１８
年度ＲＩ第２７２０地区大会
（２０１８年３月１６日・１７日）

と使い道があり、この場合は日にちとして使います。１年のカレ
ンダーを 12 日周期で使い、今年の場合は立夏の 18 日間に７月
２５日と８月６日が２日『丑の日』として入ります。
つまり『土用丑の日』とは暦の中で季節と日にちの区切りとして
使うという事のようです。
先日厚生労働省の発表で最低賃金を全国平均で２５円引き上げて
８４８円とする目安を発表しました。

２５円は過去最大の上げ

幅となった昨年の実績と同じ金額で２年続けての大幅な引き上げ
・元米山奨学生

朴明美

様

「世界米山学友による【感謝 in 熊本】
」
の案内
２０１７年８月２６日 ( 土 )

１６時受付開始、１７時〜２１時（式典＆懇親会）
所

ＡＮＡクラウンプラザホテル 熊本ニュースカイ
２階「ストリングス」

登録費

の２６円からＤランクの２２円となっています。
最低賃金について政府は毎年３％程度引き上げ将来的に全国平均
で時給１０００円とする目標を掲げていて、今回は経営者側がこ

開催時間
場

となります。引き上げの目安は地域別に見ると都市部のＡランク

ロータリアン ￥１０，０００−

うした目標どおり大幅な引き上げを認める形で決着したそうです。
今後これをもとに今年の秋をめどに都道府県ごとに最低賃金が決
められる事になっています。
最低賃金の引き上げの経緯
１０年前に１か月の収入が生活保護の受給額を下回るいわゆる
「逆転現象」が問題となり生活保護の水準に配慮して最低賃金を
決める法律が改正された。

－１－

会長、幹事は大変多忙なる一年間となられますが各委員会委員長、

■幹事報告（幹事 古田 哲朗）

担当委員長ならびに担当委員の更なる意識向上と参加をお願いい
たします。

１）
第２回定例理事会報告。

さて本題に入って参ります。
２）

先月、東南ロータリークラブの活動計画書が配布されました。永

２０１７−１８年度熊本市域ロータリークラブ会員名簿の最終校

野会員のご努力で早々と製本が完成し、その中で会計報告がなさ

正が各テーブルに置いてありますので、各自ご確認をお願いいた

れております。詳細につきましては各自ご確認戴き質問等ありま

します。

したときは会計担当会員にお願いいたします。

確認が済みましたら名前の前に○印をお願いいたします。
7 月 20 日に当期（上期分）のクラブ会費請求が出されました。
今後の行事
開催日
2017年 8月26日（土）
9月2日（土）
9月2日（土）

行事名
場所
「ロータリー米山記念奨学会
財団設立50周年記念」世界 熊本県熊本市
米山学友による 感謝ｉｎ熊本
管理運営・公共イメージ・会
大分県大分市
員増強セミナー

9月16日（土）

ホルトホール大分 内田信行、松本繁

9月9日（土）・10日（日） ＲＹＬＡセミナー

熊本県熊本市

熊本県阿蘇市 阿蘇ＹＭＣＡ

7 月 1 日付けの会員数で８月 10 日までＲＩ資金、
地区資金、財団、
米山、県奨学会等への納付が実行されますのでご理解の上、8 月
20 日納付期限厳守をご協力お願いいたします。
今期は台湾ロータリー設立 30 周年記念行事に参加する年になっ

泉ヶ丘校区公民
（案内中）
館
ガバナー公式訪問（４RC合
熊本ホテルキャッ
熊本県熊本市
（案内中）
同）
スル
白木誠一、古田哲朗、
ロータリー財団部門・米山記
小川総合文化セ
福井学、山田公也、前
熊本県宇城市
念奨学会部門合同セミナー
ンター ラポート
田日出夫、宮川義行
伝承遊びの集い

9月7日（木）

会場
出席者
ＡＮＡクラウンプラ 山田公也、宮川義行、
ザホテル熊本 小畑成司、小松野正
彦、翁力棟
ニュースカイ

ております。開催日時は 2018 年 3 月 2 日〜 3 月 4 日の 3 日間、
台湾板橋ＲＣより 50 名以上の参加要望がなされており、相当の
出費が予想されます。
前期末の繰越金 8,321,989 円、内訳として本会計 518,106 円、
スマイル会計 7,803,883 円となっております。しかしながら実

（案内中）

質使用可能な金額は 1,224,349 円です。なぜならば積立金、準
備金、地震義援金の総額 7,097,640 円は使途が限られているか
らであります。

■ロータリー情報の時間

◎前期末残金 8,321,989 円
（本会計 518,106 円、スマイル会計 7,803,883 円）

（ロータリー情報担当委員 鈴木義親 )

◎使用可能金額 1,224,349 円
新年度発足

（本会計 518,106 円、スマイル会計 706,243 円）

1 ヶ月半の経過

クラブ担当陣容も固まり各委員会も本番を迎え動き出しました。
五人の新入会員を加え総勢 40 名の会員となり地区役員、クラブ

※

理事会の判断で積立金、準備金の他への転用は可能と考えま

行事と多忙な時期となりました。

すが会計の基本姿勢は無理と判断します。

クラブ行事として

■出席報告
（１）7 月 19 日（水）「ご婦人同伴の家族会」

（出席・プログラム担当委員

河岸 彦治）

（２）8 月 3 日（木）阿蘇ミルク牧場での
「慈愛園のサマーキャンプ」参加、終了。
月日

（３）8 月 26 日（土）会員親睦列車の旅
「ＪＲ・ヤマセミ

カワセミ

人吉の旅」

会員数 出席者数

40
07 月 26 日 （免 2）
38
40
08 月 09 日 （免 2）
38

（４）9 月 2 日（土）「伝承遊びの集い」泉ヶ丘公民館
（５）9 月 7 日（木）４Ｒ地区共同のガバナー訪問
2720 地区行事として
（1）8 月 26 日（土）ロータリー米山奨学会財団設立 50 周年

24

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

5

29

76.32

24

63.16

出席免除

（熊本ニュースカイホテル）
（２）9 月 2 日（土）管理運営、公共イメージ、会員増強セミナー

07 月 26 日

住江

正治

鷲山法雲

08 月 09 日

住江

正治

鷲山法雲

（大分ホルトホール）
（３）9 月 9 日（土）、10 日（日）ライラセミナー
（熊本県阿蘇市

欠席者（9 名）

阿蘇ＹＭＣＡ）

（４）9 月 16 日（土）ロータリー財団部門

07 月 26 日
米山記念奨学会部門

合同セミナー

内田 敏視 岡本千代門 小松野正彦
島村 徹男 益田敬二郎 白石 繁
堤
勝也 山本 浩之 山坂 哲生

（熊本県宇城市小川総合文化センター）

今度の 100% 出席の日は
－２－

08 月 30 日です。

■スマイル

■卓話（新年度方針）

（親睦・スマイル担当委員代行 宮川 義行）

（奉仕プロジェクト委員長 永野昭一）

◎大友利行 2,000 円（熊本グリーンＲＣ）
今年度ガバナー補佐を拝命致しました熊本グリーンＲＣの大友と
申します。今年度一年間宜しくお願い致します。今日は御挨拶に
お伺い致します。
◎沼田敏雄 20,000 円
①初めてのスマイルです。やっとホームクラブへ来れました。障
がい者（熊本県天声会）の九州ブロック大会開催の準備に追われ

職業奉仕担当委員

宮川

義行

社会奉仕担当委員

潮谷愛一

青少年奉仕奉仕担当委員

松本

国際奉仕担当委員

成司

小畑

姉妹クラブ担当委員

ています。
②白木会長、古田幹事、お疲れ様です。
③遅くなりましたが７月２３日誕生祝いのスマイルをします
（７４歳になりました）。

担当職務
機能
担当委員
委員

一也

中島祐爾

職業奉仕
職業奉仕プロジェクト
宮川 義行
鷲山法雲、堤勝也、志賀重人、山本浩之、西村陽介、
沼田敏雄、吉田嘉昭
四つのテストを基本にして、会員の職責の倫理、道徳、品位

活動方針

◎白木誠一 5,000 円
大友ガバナー補佐と朴明美さんの来訪を歓迎してスマイルしま

を高め、仕事を通して職場や地域社会での奉仕を実践し、職
業奉仕の考え方について、会員の理解を深めるための活動を
行う。
（１）活動方針に沿った企業を選定し、その企業を訪問する。

す。１年間よろしくお願い致します。

（２）活動方針に沿った外部卓話者を招き、職業奉仕につい

◎宮川義行 5,000 円
昨夜も揺れましたね。ちょうど安政町のチャングムで友人とチヂ

実施計画

ミを食べていました。６階だったのでチヂミあがりました。
キャッスルの１１階から熊本城の復旧の様子が良くわかります。
最新の建築技術で復元していくと思いますが、まだまだこれから
ですね。
翁さん、２４歳の誕生日おめでとうございます。これからも一緒
に頑張っていきましょう。
今朝やっと４つのテストがそらで歌えるようになりました。素晴
らしい基本理念だと思います。今日まで守り伝えてくれた先輩た
ちに心より感謝します。

ての勉強会を実施する。
（３）毎月の初回の例会にて、四つのテストの唱和又は歌唱
をする。

担当職務

社会奉仕

機能
担当委員

社会奉仕プロジェクト
潮谷 愛一
鷲山法雲、堤勝也、志賀重人、山本浩之、西村陽介、沼田敏

委員

◎松本 繁 2,000 円
敬愛する大友ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎致します。１年

雄、吉田嘉昭

間ご指導の程よろしくお願い致します。

年以上努めてきた。この３年間は地区をパートナーとして、

当クラブは、地域社会にある児童養護施設の福祉向上に３０

県下１２施設の高校生の進学のお祝いとして、自転車約６０
代を毎年贈っている。
今、全国的に子どもの貧困が６人に１人といわれ、子ども食

■卓話（新年度方針）
（ロータリー財団委員長 福井 学）

活動方針

堂などが地域で活動している。
さらにひとり親世帯の貧困が問題となり、貧困の連鎖が課題

委員会

ロータリー財団委員会

となっている。

委員長

福井

学

当クラブ結成の時期、児童養護施設の子どもは高校進学もま

ロータリー財団

まならない時に、サマーキャンプ支援と交流を重ねてきた。

ロータリー財団全般
内田 敏視

子どもの貧困に挑戦する当クラブの社会奉仕活動は子ども達

担当職務
機能
委員
活動方針

る計画を立案し実施する。

（１）慈愛園サマーキャンプ支援と交流

（１）ロータリー財団の組織・仕組みを全員に理解して頂く。
（２）ロータリー財団・年次寄付・１０％増！。

実施計画

（２）児童福祉施設高校進学児通学自転車購入支援
（３）伝承遊び支援
（４）動物愛護支援

（３）グローバル補助金・地区補助金プロジェクトへの
実施計画

を元気づけると確信している。

補助金プロジェクトへの参加と寄付を通じて、財団を支援す

参加促進
（４）ポリオ撲滅運動の推進
（５）奉仕プロジェクト委員会と協力して、地区補助金制度
を活用した次年度（２０１８〜２０１９年度）の奉仕活
動を企画立案し地区補助金申請を行う。

－３－

担当職務

青少年奉仕

機能
担当委員

青少年奉仕・ローターアクト
松本 一也
鷲山法雲、堤勝也、志賀重人、山本浩之、西村陽介、

委員

慈愛園サマーキャンプの模様
2017 年 8 月 3 日（木） 阿蘇ミルク牧場にて

沼田敏雄、吉田嘉昭
（１）アクト会員の会員数の減少により、存続の危機に面し
ている現状を認識し、熊本東南ロータリー全会員がアク
ト会員獲得に努力する。

活動方針

（２）アクトの例会を、魅力的なものにするため熊本東南ロ
ータリー会員の参加・協力を お願いする。
（３）慈愛園サマーキャンプ及び伝承遊びへの参加・応援を
する。
（１）アクト・ロータリーアンが、友人・知人・他のクラブ
の米山奨学生等に、アクトへの入会を勧める。

実施計画

（２）アクト例会にロータリアンの参加を呼びかける。
（３）他クラブと連携し、アクト活動の進歩を諮り更なる高
みを目指す。
（４）継続的な奉仕活動を考える。

担当職務
機能
担当委員
委員

国際奉仕
国際奉仕プロジェクト・米山記念奨学会
小畑 成司
鷲山法雲、堤勝也、志賀重人、山本浩之、西村陽介、
沼田敏雄、吉田嘉昭
（１）ロータリークラブがこれまで国際奉仕で継続してきた
人道的な活動と世界理解、

活動方針

世界平和を推進する活動に対する会員の認識を深めるよ
う啓蒙する。
（２）全会員が参加しやすい国際奉仕プロジェクトを計画する。
（１）フィリピンの里親支援見直し及び再検討。

実施計画

（２）米山奨学生を例会になるべく多く参加させる。
（３）米山奨学会への寄付の奨励に努める。
（４）新たな国際奉仕事業の模索。

担当職務

姉妹クラブ

機能
担当委員

姉妹クラブ・交換学生
中島 祐爾
鷲山法雲、堤勝也、志賀重人、山本浩之、西村陽介、沼田敏雄、

委員

吉田嘉昭
（１）台湾板橋南區扶輪社、和歌山東南ロータリークラブと

活動方針

の親睦を深めると共に記念行事にも積極的に参加する。
（２）交換留学生の募集には積極的に対応する。

（１）２０１８年３月、台湾板橋南區扶輪社創立３０周年記
念式典には多くの会員家族と参加する。
実施計画

（２）年に１度、姉妹クラブへ熊本の特産物（果物など）
を贈る。
（３）交換留学生募集に際しての働きかけを推進する。

■点鐘

編集者

村瀬

直久

－４－

