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■会長の時間（会長 白木誠一 )

■点鐘
■国歌斉唱
■四つのテスト唱和

いよいよ 12 月で半期が過ぎようとしています。

立冬を過ぎ師走の大雪から冬至に入ろうとしています。今日は幾つ
か報告があり、記念すべき例会となりました。

1. 彌冨 照皇さんの入会です。我が東南ＲＣ始まって初めての、

34 年目の女性会員です。東南ＲＣに新風を吹き込んで貰う事を
期待しています。

■来訪者紹介
米山奨学生

2.11/22 和歌山東南ＲＣへ義援金のお礼と熊本市の熊本城復旧の

寄付金感謝状を持って例会訪問して、感謝状の贈呈をしてきまし

翁力棟 君

た。今回は和歌山東南ＲＣの姉妹クラブである台北東南ＲＣの訪
問と一緒になりまして、今年度の和歌山東南ＲＣの会長は鯨さん

■今月の誕生祝い
鈴木義親 会員

S20.12.15

山坂由美子 様

12 月 23 日

学 会員

内田明子 様

台北東南ＲＣからは 20 人くらいの参加があり会長さんは建築設
計の大学の教授の方でした。姉妹クラブの台北東南ＲＣとは非

S35.12.21

12 月 29 日

■奨学金授与式
米山奨学生

ました。

S18.12.15

内田敏視 会員
福井

と言う方で、会長挨拶を台湾語で挨拶されたのには、びっくりし

翁力棟 君

公式訪問でも毎年交流があるようです。

3. ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 12 月号の紹介です。
「疾病予防と治療」月刊です .
4. 地区大会が 3 月の 16 日に開催されます。
前回の例会は「11 月 22 日」
「いい夫婦の日」でした。愛妻家の聖

地で知られる村名の「嬬恋村」は、日本武尊が東征の帰路、八咫烏

（やたがらす）に導かれて 碓氷峠に登り鳥居峠に立ち、海の神の怒
りを静めるために海に身を投じた愛妻の弟橘媛を「吾嬬者耶」
（あ
づまはや）と追慕した古事にちなむ名前です。

■新会員入会式
彌冨照皇 会員

■地区役員委嘱状の授与
2018 ～ 2017 年度

地区 米山奨学生選考委員会委員長・米山記念奨学委員会委員
山田公也 会員

－１－

■ロータリーの友紹介

■幹事報告（幹事 古田哲朗）

（会報・雑誌担当委員 村瀬直久）

１）

ロータリーの友 １２月号

阿蘇ＲＣより、創立５０周年記念式典及び祝賀会出席の御礼。

熊本東南ＲＣ 伝承遊びの集いの記事が掲載されています。

（p.51）

２）

第２７２０地区関係記事…日田ＲＣ（p.20）、

永田壮一 ガバナー、東秀優 地区大会実行委員長より、地区大会の

熊本グリーンＲＣ（p.45）、

案内。
（記念講演は一般公開となっておりますので、受付で配布中

津久見ＲＣ（p.48）

のチラシは各会員５枚ご持参いただき配布いただけると有り難く存
じます。
）

日 時 ２０１８年３月１６日（金）大会前日・１７日（土）本会議
場 所 熊本市民会館・熊本ホテルキャッスル

■委員会報告

（会員増強担当委員 松本繁）

登録料 ３月１６日（金）ＲＩ会長代理歓迎晩餐会並びに
希望交流会 １０，
０００円

新会員報告

３月１７日（土）地区大会 ８，
０００円
３）

永田壮一ガバナーより、２０１８年国際ロータリー年次大会（カナ
ダ・トロント）第２７２０地区旅行参加の案内。
（各テーブルに申

■委員会報告

（クラブ管理運営委員長 内田信行）

込書を配布してあります。
）

・家族会オークション景品提供依頼

・もちつき会予定（後日詳細連絡）

４）

慈愛園子どもホームより、クリスマス会の案内。
日時 ２０１７年１２月２３日（土）１４：００～１６：３０
場所 日本福音ルーテル神水教会

■委員会報告

（ロータリー財団委員長 福井学）
ロータリー財団寄付の報告

５）

藤崎台童園より、クリスマス会の案内。

ロータリー財団 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰
宮川義行 会員

日時 ２０１７年１２月２５日（月）１７時３０分～

2,000 ドル

場所 児童養護施設藤崎台童園ホール

熊本城主証が届きました。

■委員会報告

（ロータリー米山記念奨学会 米山功労者表彰）

白木誠一 会員
宮川義行 会員
今後の行事
開催日
2018年 1月27日（土）

行事名

場所

会場

地区補助金管理セミナー 大分県大分市 ホルトホール大分 案内中

出席者

第３回米山功労者（340,000 円）
第２回米山功労者（200,000 円）

■委員会報告

（青少年奉仕担当委員 松本一也）
熊本東南ＲＡＣ１１月第２例会（１１月２６日）報告

－２－

■委員会報告

◎鈴木義親

5,000 円

誕生祝いありがとうございました。気がつけば７０才半ばになり、

（姉妹クラブ担当委員 中島祐爾）

頭の方も少々ボケが入ってまいりました。ロータリーも定年があ
ればと思っておりますが？？

和歌山東南ＲＣ訪問報告

◎沼田敏雄

5,000 円

来年２月２５日（日）大阪新歌舞伎座にて北島三郎ファミリーコ

■出席報告

ンサート公演チケット取れました。楽しみが出来ました！

（出席・プログラム担当委員 河岸彦治）

◎福井 学

5,000 円

誕生祝を頂きありがとうございます。又、ロータリー財団への寄
月日

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

25

5

30

78.95

21

10

31

81.58

会員数 出席者数

40
11 月 15 日 （免 2）
38
40
11 月 22 日 （免 2）
38
11 月 29 日

付はお世話になりありがとうございました。
◎河岸彦治

彌冨さんの入会おめでとうございます。もしよければ是非お知り
合いの女性の方をご紹介下さい。
◎宮川義行

5,000 円

３週間ぶりに皆さんに会えてうれしいですね。

１１月２２日は阿蘇ロータリーの例会に翁君と前田日出夫さんと

休会

41
12 月 06 日 （免 3）
38

5,000 円

３人で参加しました。翁君の卓話は最近笑いがとれるようになり

28

ました。２４日はメルパルクでの米山カウンセラー交流会に山

73.68

田さんと翁君と参加しました。奨学生１０名程とカウンセラーの

方、大学の担当教授、先生たちと交流しました。奨学生の社会性、
人間性を育てて頂いて大変感謝しているとロータリーの米山事業

新入会
12 月 06 日

の素晴らしさを大学側も理解されている事が良くわかりました。

彌冨照皇

出席免除

11 月 15 日
11 月 22 日
12 月 06 日

住江正治
住江正治
住江正治

欠席者（8 名）
11 月 15 日

欠席者（7 名）
11 月 22 日

１７日から２１日はミャンマーに行ってきました。２６日はアク
ト主催の交通講話に大勢の東南の会員の皆さんと共に参加しまし
た。アクトも素晴らしい活動をしているなぁと感心しました。

鷲山法雲
鷲山法雲
鷲山法雲

１２月２日はパレアで地区職業奉仕セミナーが行われ、佐野さん
と参加しました。職業奉仕とは何かについてのセミナーでした。

島村徹男

初めての司会でした。あっという間に終わりました。夜、倉田部
門長がクラブ志保に連れて行ってくれました。

１１月２２・２３日の和歌山訪問の皆さんもお疲れ様でした。

小松野正彦 益田敬二郎 西村陽介
岡本千代門 堤 勝也
内田敏視
山本浩之
山坂哲生

益田敬二郎

堤 勝也
山本浩之

西村陽介

内田敏視
山坂哲生

今度の 100% 出席の日は

◎内田信行

3,000 円

嫁の誕生日すっかり忘れていました。思い出した事に感謝してス
マイルします。

島村徹男

◎前田日出夫

3,000 円

彌冨照皇様の入会を歓迎してスマイルします。

12 月 20 日です。

◎松本繁

3,000 円

熊本東南ロータリークラブにとって記念すべき女性会員第１号
彌冨照皇さんのご入会を祝してスマイルします。

■スマイル

◎白石繁

（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）
◎白木誠一

女性会員です。皆さん襟を正し上品に振る舞いましょう。

10,000 円

彌冨さんの入会を歓迎します。熊本東南ロータリークラブに新し
い風を吹き込んで下さい。
◎古田哲朗

5,000 円

◎山田公也

2,000 円

彌冨照皇さん、ご入会おめでとうございます。ロータリーライフ
をエンジョイして下さい。

彌冨さんのご入会をお祝いしてスマイルします。これからよろし
くお願いいたします。

3,000 円

彌冨照皇さんのご入会おめでとうございます。当クラブ初めての

◎彌冨照皇

2,000 円

本日よりお世話になります。

－３－

■卓話

青少年交換役員大会前会議

（社会奉仕担当委員 潮谷愛一 )

対象者：青少年交換にかかわるロータリアン
6 月 22 ～ 23 日 : $100

国際ロータリークラブ社会奉仕（手続要覧より）

青少年交換役員晩餐会

１．社会奉仕

ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリアンの全てがその個

対象者：青少年交換大会前会議の参加者とそのゲスト。ただし、
国際大会に登録している方ならどなたでもご出席いただけます。
6 月 22 日 : $100

を奨励、育成することである。

青少年プログラム記念昼食会

１９２３年採択

人生活、事業生活、および社会生活に奉仕の理念を適用すること
１）ロータリーは基本的には、一つの人生哲学であり、それは利
己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したい

6 月 25 日 : $50

ものである。

会長エレクト主催昼食会

という感情との間に常に存在する矛盾をやわらげようとする
この哲学は奉仕－「超我の奉仕」の哲学であり、これは

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という実践的
な倫理原則に基づくものである。

２．社会奉仕に関する声明

１９９２年、次の声明を採択した。

対象者：次期 RI 役員、次期地区ガバナー、次期クラブ会長とそ

の配偶者。ただし、国際大会に登録している方ならどなたでもご
出席いただけます。
6 月 26 日 : $50

ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアン一人ひとりの個人生活、

会長主催昼食会

ることである。

対象者：現 RI 役員、現地区ガバナー、現クラブ会長、現 RI 委員

事業生活、社会生活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成す
社会奉仕は、ロータリーアン一人ひとりが「超我の奉仕」を実証
する機会である。地域に住む人々の生活の質を高め、公共のため
に奉仕することは、すべてのロータリアン個人にとっても、また

クラブにとっても献身に価することであり、社会的責務でもある。
３．国際ロータリーの標語（MOTTO OF ROTARY INTERNAITONAL）
「超我の奉仕」
（Service Above Self）および「最も奉仕する者、

最も多く報いられる」
（One Profits Most Who Serves Best）がロー
タリーの公式標語である。

４．国際ロータリーの使命（MISSION OF ROTARYINTERNATIONAL）
国際ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネット
ワークを通じて、人々に奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、
親善、平和を推進することである。

■点鐘

編集者

村瀬直久

----------------------------------------------------------------------------------------------2018 年 6 月 23 日～ 27 日
国際大会（トロント：カナダ） 予定イベント情報

会委員と配偶者。ただし、国際大会に登録している方ならどなた
でもご出席いただけます。
6 月 27 日 : $50

寄付者行事
ロータリー財団管理委員会は毎年、国際大会にて寄付者の方々へ
の感謝を示す行事を開催します。アーチ・クランフ・ソサエティ

晩餐会は、財団に 25 万ドル以上を寄付された方々を認証するも
のです。メジャードナーのレセプションは、1 万ドル以上の寄付
を寄せられた方々を対象としています。
開催日時と場所は後日このページでご確認ください。出席は招待
制となります。
ホスト組織主催のチケット制行事
トロント大会のホスト組織委員会は、忘れられない体験となる企

画を用意しています。ホスト組織委員会（HOC）のウェブサイト
から、各種イベント、ツアー、活動の情報をご覧ください。

ロータリーのチケット制行事
オンライン、郵便またはファックスでご登録の際にチケットをご
購入いただく必要があります（チケット料金はすべて米ドルで表
示されています）
。ロータリーのチケット制行事はすべて、特記
されていない限り、メトロ・トロント・コンベンションセンター
にて行われます。
ローターアクト大会前会議
対象者：ローターアクター、ローターアクトに関心のあるロータ
リアン
6 月 22 ～ 23 日 : $100

－４－

