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■点鐘

参加者は 46 名だそうです。台湾 RC に行くと毎回すごい歓待を受

■国歌斉唱

すとの事でした。

けていますが、今回も陳会長さんが是非参加をと出席を待っていま
和歌山 RC 訪問でのお礼の言葉。

昨年の熊本地震の時は、和歌山東南 RC さんだけでなく台湾の台北

■１２月の歌「きよしこの夜」

東南 RC , 和歌山 中 RC さん達からもたくさんの義援金を送って頂

（ソングリーダー 鷲山法雲 )

きまして有難うございました。熊本東南ＲＣを代表してお礼を申し
あげます。

■来訪者紹介（会長 白木誠一 )
ゲスト

井村宣敏

熊本東南ＲＡＣ

東田真美

米山奨学生

翁力棟

河上勝平

１１月２２日

和歌山東南ＲＣさんとは平成 16 年 2004 年に熊本東南ＲＣ創立 20
周年で記念事業の時に姉妹クラブ締結をさせていただき、毎年交流
させております。

様

君

それから、さっそく復興支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして高倉健さんの記念映画

君
君

「健さん、
」を計画しまして、被災地で一番ひどく被害を受けた益城

君

被災者の方を数台のバスで会場へ送迎をし、無事企画を何の事故も

平山さな枝 君

の方、仮設にいる方などに元気をつけてあげようと試写会を企画し、

網田華奈子 君

なく成功しました。

池田郁子

又、熊本城復興支援事業にも使わせていただき、感謝状も頂いてお
り市長との贈呈写真も記録してまいりました。

■会長の時間（会長 白木誠一 )

地震からの復興としては、現状では壊滅した家屋の解体が 3 万５千
棟のうち 90％は進んだようですが、仮設住宅に残っている方たち

家族会

皆さんこんばんは！私は会長を指名されて、半年が過ぎました白木
ともうします。RC の年度は 7 月からで、7 月に 1 回目の夏の家族
会があり、今日は 2 回の冬の家族会ですね。

を余儀なくされています。

建築にも時間が必要ですし、復興の途中です。これからも避難者の
人達への物的支援、心のケアの支援が必要だと考えています。

今回も新入会員の方が来ておられます。入会おめでとうございます。
この場をかりてお祝い申し上げます。

それから、最後になりましたが、私共の東南ＲＣは次年度、再来年
Ｈ 31 年の 4 月で 35 周年を迎えようとしております。

また予定者の方も来ておられます。

その節は又ご案内申し上げます。今回は地震の義援金有難うござい

最近東南 RC が、地震を契機に、皆さんの士気が上がり勢いが増し
ているようです。年度明けには純増 6 名になるようです。是非松

本長期戦略委員長のもと会員増強を頑張って行きたいと思います。
家族会は日頃の会員同士の親睦と、奥様に出席していただいて家族
とともに親睦をはかるという意味があります。

ました。

■幹事報告（幹事 古田哲朗）
１）

永田壮一 ガバナー、髙山泰四郎 ガバナーエレクト、坂口滋一 米山

親睦はロータリーの原点で今年度のガバナーのスローガンにも

「ロータリーをたのしもう」
とうたわれています。そういう意味でも、
家族を含めての親睦会は大変重要です。

親睦委員会の方たちがアトラクションでベリーダンスの方たちをお
呼びされているとそうですので、お楽しみ下さい。

それともう一つご報告があります。来年３月 3 日に姉妹クラブで

が 1 万人と 3 万人で計 4 万人とまだまだたくさんの方が避難生活

記念奨学会部門長より、２０１８学年度米山奨学生世話クラブ募集
の案内。
２）

永田壮一 ガバナー、小山康直 地区研修リーダー、中川貴夫 ＲＬＩ

あります台湾の板橋 RC より３０周年の案内が来ております。現在、

委員長より、ＤＬ（ディスカッション・リーダー）研修セミナーの
案内。

－１－

日時 平成３０年４月１５日（日）

私は和歌山東南ロータリークラブに入会させていただき 18 年目を

※当クラブの対象者：前田日出夫会員、山田公也会員、

たくさんのご助言をいただき本日まで参りました。素晴らしいメン

迎えますが、入会当時は何もわからず、諸先輩のロータリアンから

場所 熊本県民ホール パレア

バーと出会い、親睦を深め、より良い人間関係を築くことができま

松本繁会員

したことは、現在の私の大きな宝物でございます。

３）

ＲＩ第２７２０地区ローターアクトより、第２回ローターアクト地
区連絡協議会及びインターシティーミーティングの案内

思い返せば、入会する少し前の時代（1990 年代後半）は、女性の

社会進出がまだまだ少なく、職業以外、自己研鑽の場がありません
でした。一般的に女性は社会性がなく自己中心的だともいわれてい
ました。でも私は、狭い視点ではなくもっと大きな世界観を持ち、

日時 平成３０年１月２１日（日）１０：００～１６：００

人間性をより豊かにしていきたいと思っておりました。丁度その時

場所 コンパルホール（大分市府内町）

期にロータリークラブへの入会をお誘いいただき、入会いたしまし

※出席対象者：現ローターアクト委員長、

た。とても勇気のいることでした。

次年度ローターアクト委員長

現在、当クラブは会員 42 名のうち女性会員 7 名です。とても明る

く華やかで、特に女性ロータリアンは元気のいい方々ばかりです。

４）

特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパンのチャイル

ド３名（メロディ オブジャナ、マーク ローレンス サンブ、サイジャ
ン パデシオ）より、クリスマスカードが届いています。

例会に出席し卓話を拝聴することで、新たな情報や知識が得られ見
識が広げられます。

また、ロータリー活動に参加するなかで新しい発見があり関心が湧
き、自ずと「奉仕の精神」が芽生えその魅力というものが徐々に感
じられるようになります。

私達女性ロータリアンが心を通わせ、お互い思いやりの心をもって、
女性の観点や感性を大切にしながら、親睦に奉仕にと、ロータリー
を一緒に楽しみましょう。

ロータリアンとして新しいお仲間が増えとても嬉しく存じておりま
す。

今まさに、社会全体が実力ある女性の活躍や社会参加を求めていま

今後の行事
開催日
2018年 1月27日（土）

行事名
地区補助金管理セミナー

3月16日（金）・17日（土） 地区大会

場所

会場

大分県大分市 ホルトホール大分

出席者
白木誠一、白石繁、福
井学

す。

彌冨様、健康に留意され、熊本東南ロータリークラブの女性会員第
一号としてご活躍されます様、お祈りいたしております。

熊本ホテルキャッ
熊本県熊本市 スル・熊本市民会
館

敬具

平成 29 年 12 月吉日

■新会員紹介

和歌山東南ロータリークラブ
竹中 昭美

■委員会報告

（第１回米山功労者表彰 ）

彌冨照皇 会員

松本一也 会員

和歌山東南ＲＣ 竹中昭美 会員からのお祝いのメッセージと花束

■委員会報告

( ２０１８～２０１９年度地区委員会委嘱状の授与 ）

熊本東南ロータリークラブ
彌冨 照皇様

拝啓 師走の候益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

この度は、熊本東南ロータリークラブ女性初のご入会おめでとうご
ざいます。

職業奉仕委員会副委員長

宮川義行 会員

職業奉仕委員会委員

古田哲朗 会員

■委員会報告

（姉妹クラブ担当委員 中島祐爾 ）

心よりお祝い申し上げます。

まだお目にかかってはおりませんが、きっと素晴らしいお方だと想
像いたしております。

・シングル

1 人あたり 約 20,000 円× 2 泊＝約 40,000 円

彌冨様が入会されることにより、熊本東南ロータリークラブが今ま

・ツイン

違いございません。

現地にて各自清算となります。

で以上に雰囲気が明るくなり、クラブ発展・活性化に繋がること間

－２－

・トリプル

1 人あたり 約 11,000 円× 2 泊＝約 22,000 円
1 人あたり 約 10,000 円× 2 泊＝約 20,000 円

出席報告

●アトラクション
Sharabelly

（出席・プログラム担当委員 河岸彦治）

月日

会員数 出席者数

MU

41
28
1
12 月 06 日 （免 3）
38
41
12 月 20 日 （免 1）
36
40
出席免除
12 月 06 日
住江正治
島村徹男
12 月 20 日
欠席者（9 名）
12 月 06 日

修正出
席者数

出席率
（％）

29

76.32
90.00

鷲山法雲

島村徹男

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
草村安宏

今度の 100% 出席の日は

01 月 31 日です。

■スマイル

（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）

全員スマイル 36,000 円

ご協力ありがとうございました。

■点鐘

編集者

村瀬

直久

～～年忘れ・クリスマス家族会～～
司会

親睦・スマイル担当委員会 松岡泰光

●開会の辞
親睦・スマイル担当委員

横山佳之

●会長挨拶
会長

●乾杯

白木誠一

会長エレクト

白石

繁

●熊本東南ローターアクト紹介
青少年奉仕担当委員 松本一也

－３－

●米山奨学生

翁力棟

君

お土産紹介

●オークション

●閉会の辞

－４－

副会長

内田信行

