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■会長の時間（会長 白木 誠一 )

■点鐘
■国歌斉唱
■ロータリーソング「四つのテスト」
（ソングリーダー 鷲山法雲 )

ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信で９月は「基本的教育と識字率の向上月間」の『解説。
9 月は

長月、夜長月（よながつき）とも言います。

旧暦では９月を二十四節気の第 15 番目で白露（はくろ）と言い
ます。
この季節になると露が白く光って見えるための表現のようです。

■来訪者紹介

1906 年 2 月 12 日に進水した初代

（会長 白木 誠一 )

神風型

駆逐艦

五番艦の

名前にもなったそうです。
見

学

長谷川健

様

熊本中央ＲＣ

岩下

君、穴井祐志朗

米山奨学生

翁力棟

茂

君

君

毎年恒例になっています「伝承遊び」の事業が 9 月 2 日に２７
回目の事業として泉が丘校区の公園で開催されまして、小学校の
低学年の生徒さん達、保護者、自治会長、青少協、保護者それに
老人会などの物造りの指導者の方と、たくさんの関係者の方が集
まられました。
第 1 回目の伝承遊びは１９９０年で会長中島常夫会員、幹事鈴木

■来訪者からの一言

義親会員そして SAA の古庄浩二会員ですね。そして現在その時

（熊本中央ＲＣ 岩下茂 君、穴井祐志朗 君 )

の役員理事１８名中現在在籍されているのは２名ですめ。少し寂
しい気もしますが、時代の流れでしょうか。この２７年間と言う

第９回熊本中央ＲＣチャリティーゴルフコンペの案内

のは、諸先輩がたの努力により続いている事業は大切にして行か

日時

なければならないと思いました。

平成２９年１０月２７日（金）
７：４５例会及び開会式、８：００スタート

場所

それから、伝承遊びの中で、岡村さんと言う１人の男性ボランティ

熊本高遊原カントリークラブ

アと出会いました。
聞いてみると、子供食堂を運営されている方で、この公民館の 2
階を使って週 2 回ほど恵まれない子供たちに食事を作っているそ

■今月の誕生祝い

うです。
この岡村さんと言う方は 40 歳位で、格闘技の経験もあり、体力

佐野

茂

会員

Ｔ．１５年９月

４日

には自信のある方のようでした。若い時は自分本位に動いていた

白木誠一

会員

Ｓ．２２年９月２９日

そうですが、ある時これではいけないと思い一人で子供食堂を始

松本尚子

様

９月

４日

手伝いが増え、材料を寄付していただく方も増えてきたそうです。

鈴木由利

様

９月

６日

食事をする方は一人２００円の料金を頂き、現在続けているそう

河岸郁子

様

９月２４日

められたそうです。

続けているうちに、周りの主婦の人達がお

です。
東南ＲＣも何かボランティア事業としてお手伝いが出来るのでは

■ロータリー米山奨学金の授与

と思い、一度クラブに招待して、活動内容を話して頂くようにお
話しました。

米山奨学生

翁

力棟

君

－１－

６）

■幹事報告（幹事 古田 哲朗）

大分南ＲＣより、創立４０周年記念式典及び祝賀会の案内。
日時

平成２９年１０月２１日（土）
記念講演１４：２０〜、祝賀会１７：００〜

１）
場所

永田俊洋 泉ヶ丘校区自治協議会事務局長兼副会長より、伝承遊

大分オアシスタワーホテル

びの集いのお礼状。
７）
２）

特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパンより、新

永田壮一 ガバナー、硯川昭一 会員増強部門長より、２０１７〜

たなチャイルド支援に対してのお礼状と２０１６年度年次報告書

２０１８年度 地区会員増強部門・新進気鋭会員セミナーの案内。
日

時

平成２９年１０月２８日（土）

今後の行事
開催日

１２：３０〜１６：３０（懇親会も検討中）
場

所

対象者

熊本学園大学 第４号館
入会３年未満会員および希望者、
アドバイザーとして若干名の会長・幹事・
会員増強委員長

３）
永田壮一 ガバナーより、ガバナーノミニー候補者推薦について
（髙山泰四郎ガバナーエレクトの次の方）
。
提出期限
提出先

２０１７年１１月１３日（月）必着
〒 860-0808

熊本市中央区手取本町１１−１ 銀染コア地下１階
地区事務所内

ガバナー指名委員会 宛

４）
熊本中央ＲＣより、第９回 熊本中央ＲＣチャリティコンペの案内。
日

時

場所

会場

出席者
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
2017年 9月16日（土）
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
やつしろハーモ
地区ローターアクト第33回年
10月7日（土）・8日（日）
熊本県八代市 ニーホール／セレ （案内中）
次大会
クトロイヤル八代
熊本県民交流館
10月7日（土）
職業奉仕研修セミナー 熊本県熊本市
（案内中）
パレア
職業奉仕・社会奉仕・国際
10月22日(日)
大分県大分市 ホルトホール大分 宮川義行
奉仕合同フォーラム
第9回熊本中央ロータリーク
熊本高遊原カント
10月27日（金）
熊本県上益城郡
（案内中）
ラブチャリティーコンペ
リークラブ
地区会員増強部門・新進気
10月28日（土）
熊本県熊本市 熊本学園大学 （案内中）
鋭会員セミナー
阿蘇リゾートグラ
阿蘇RC創立50周年記念式
11月11日（土）・12日（日）
熊本県阿蘇市 ンボリオホテル・ゴ （案内中）
典並びに記念ゴルフ大会
ルフ場

平成２９年１０月２７日（金）
午前７時４５分 例会並びに開会式、

■委員会報告

午前８時００分スタート
場

行事名

所

（会員増強担当委員 松本繁）

熊本高遊原カントリークラブ

プレー代

キャディ付

９，５００円

セルフ

７，３００円

参加費

３，０００円

ルール

ダブルペリア方式

会員増強報告

５）

上方修正

あと５名ＵＰ

■委員会報告

太田省吾 地区ローターアクト代表より、第１回ローターアクト

（クラブ管理運営委員長 内田信行）

会長幹事会および第３３回ローターアクト年次大会の案内。
①第１回ローターアクト会長幹事会
日

時

永野会長杯取り切り戦・打ち上げおよび表彰式の案内

平成２９年１０月７日（土）

平成２９年９月１５日（金）

１２：３０〜１４：３０
場

所

やつしろハーモニーホール

ゴルフ「阿蘇グリーンヒルカントリークラブ」

大会議室Ａ

打ち上げおよび表彰式「瑞恵」

②国際ロータリー第２７２０地区ローターアクト第３３回年次大会
日

時

平成２９年１０月７日（土）
開会１５：００〜、懇親会１８：３０〜
８日（日）９：２０〜１２：４０

場

所

年次大会
懇親会

登録料

■委員会報告
（職業奉仕担当委員 宮川義行）

やつしろハーモニーホール
セレクトロイヤル八代

職業奉仕について、職場での取り組みについて話してもらう。

登録料５，０００円、懇親会５，
０００円、

それを各クラブで行って集計して表を作成する。

メインプログラム５００円

－２－

■出席報告
（出席・プログラム担当委員

月日

河岸 彦治）

会員数 出席者数

40
08 月 26 日 （免 2）
38
40
09 月 13 日 （免 1）
39

19

◎宮川義行 5,000 円
鷲山先生、藍綬褒章の授章おめでとうございました。本日は「四
つのテスト」の唱和ありがとうございました。毎月第１例会は鷲
山先生の日です。よろしくお願いします。翁力棟君の米山奨学生

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

9

28

73.68

卓話が１０月から始まります。山田公也さんと前田日出夫さんと
３人で他クラブ訪問できるのを楽しみにしています。翁力棟君の
卓話も楽しみにしています。
◎吉田嘉昭

27

先般、前立腺の組織検査をしました。直腸の壁より針を刺し組織
を取るのですが、その際、動脈にヒットして大出血をしました。
看護師が血圧が下がっているのを読み上げ、意識が遠のいていく
のを感じました。最終的には内視鏡にて出血部分を焼き、腸内を
洗い流しました。半日で帰る予定が入院となりました。唯一の救
いは、結果が白であった事です。

69.23

出席免除
08 月 26 日

住江正治

09 月 13 日

住江正治

鷲山法雲

欠席者（10 名）
08 月 26 日

河岸彦治 小松野正彦 益田敬二郎
前田昭博 西村陽介
島村徹男
堤
内田敏視 山本浩之
山坂哲生

今度の 100% 出席の日は

3,000 円

勝也

◎鈴木義親 3,000 円
家内の誕生日祝いありがとうございます。何歳なのかも忘れてし
まいました。
◎山田公也 1,000 円
長谷川健さんの来訪、心より歓迎いたします。ロータリークラブ

09 月 27 日です。

の魅力を感じていただき前向きに検討をお願いします。

■委員会卓話
（会報・雑誌担当 村瀬直久）

■スマイル
（親睦・スマイル担当委員 槿山 佳之）

◎岩下茂 様、穴井祐志朗 様 2,000 円（熊本中央ＲＣ）
皆様こんにちは。本日は毎年行っています熊本中央ロータリーク
ラブ・チャリティゴルフのご案内に来ました。１０月２７日です
のでたくさんの方のご出席をお待ちしております。
◎鷲山法雲

10,000 円

私の９月３日藍綬褒章の祝賀会に会員多数の方に参加していただ
きありがとうございました。又、発起人の白木会長、古田幹事、
潮谷会員に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。
◎佐野 茂 10,000 円
先般の家族旅行では誕生祝いをして頂き、また、当日、内田副会
長からは「１００才まで生きるように」と白岳酒造の高価な本格
焼酎の「百」をお祝いに頂き、さらにまた、本日はクラブからの
誕生祝いを頂き、果報者すぎて、感謝！感謝！感謝！です。クラ
ブおよび内田信行君のご厚情に、おいそれと「千の風」になるわ
けにいかなくなり、今後はアルコールはほどほどにして、長生き
を心掛けましょう。
◎白木誠一 5,000 円
新年度から２ヶ月が過ぎました。季節も涼しくなって来てるよう
ですが、今度は台風です。皆さん準備をしておきましょう。
◎小松野正彦 5,000 円
鷲山様、おめでとうございます。そして結婚記念日のプレゼント
ありがとうございました。

－３－

ロータリーの友委員会と一般社団法人ロータリーの友事務所
『ロータリーの友』は、一般社団法人ロータリーの友事務所によっ
て発行、運営されています。社員、理事会（代表理事、理事、監事、
相談役）、職員により構成されています。「ロータリーの友委員会」
は、ロータリー地域雑誌発行の不可欠な条件の一つとして設けら
れている委員会で、正・副委員長、ＲＩ理事、ＲＩ理事エレクト、
特別顧問、顧問、相談役、地区代表委員、編集長により構成され
ています。
● ロータリーの友委員会
「ロータリーの友委員会」委員長は地区ガバナーに対して『ロータ
リーの友』発行について責任を負うと同時に、一般社団法人ロー
タリーの友事務所を包括的に監督します。一般社団法人ロータリー
の友事務所理事会は、編集・発行・財務の全般について責任を負っ
ています。
名 称 ロータリーの友委員会
所在地 〒 105-0011 東京都港区芝公園 2 − 6 − 15
黒龍芝公園ビル 4 階
TEL 03（3436）6651 FAX 03（3436）5956
委員長 清水 良夫（横浜ロータリークラブ）
副委員長片山 主水（名古屋東南ロータリークラブ）
委員会 ＲＩ理事またはＲＩ理事エレクトから 2 名、特別顧問、
顧問、相談役、地区代表委員
編集長 野崎 恭子
● 一般社団法人ロータリーの友事務所
編集・配布などの業務は「ロータリーの友委員会」の包括的監督
のもと、「一般社団法人ロータリーの友事務所理事会」の意思決定
に添い、職員（計 10 人）が行っています。
名 称 一般社団法人ロータリーの友事務所
設 立 2010 年 3 月 25 日
所在地 〒 105-0011 東京都港区芝公園 2 − 6 − 15 黒龍芝公園
ビル 4 階
TEL 03（3436）6651 FAX 03（3436）5956
代表理事
清水 良夫（横浜ロータリークラブ）
所 長 渡辺 誠二（東京みなとロータリークラブ）
編集長 野崎 恭子

■点鐘

『友』の編集方針
『ロータリー章典』に定められた「ロータリーの地域雑誌は、ロー
タリーのあらゆる面にわたってロータリーの目的を推進するため
に存在する」を順守し、編集方針を定めています。
『ロータリーの友』
は日本のロータリー 34 地区のロータリークラブ会員のためのロー
タリー地域雑誌として、ＲＩの方針や全世界のロータリアンなら
びにロータリークラブの活動を国内の会員に紹介して海外のロー
タリー活動に対する興味を高め、国内の地区・ロータリークラブ
および会員の活動状況を紹介して親睦を図り、また国内外におけ
る各種ロータリー情報を掲載することによりロータリー精神の養
成、ロータリー活動の発展に寄与することを、発行の目的として
います。
『ロータリーの友』（印刷版・電子版）の基本方針、年間編集企画
などについては、毎月の一般社団法人ロータリーの友事務所理事
会が決定し、ロータリーの友委員会が監督します。地区代表委員は、
委員会への出席、毎月提出のリポートでの『友』に対する評価・提言、
委員会事業の地区への広報、地区内のクラブの活動に関する情報
の提供などを主な任務としています。

編集者

村瀬

直久

－４－

