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まま、業者に頼む人が多くなっているそうです。

遺品への思い

が少なくなっている、裏には高齢化社会が進んでいる現状がある
のかもしれません。

■国家斉唱

遺族も高齢化が進み気力が落ちているとい

う事のようです。
それで、現在タンス預金として眠っているお金がどの程度あるの

■ロータリーソング「手に手つないで」

か、専門家などが日銀などからの調査をもとに調べたところによ
りますと、約 45 兆円あるそうです。

■来訪者紹介（会長 白木誠一 )

昨日の竹中平蔵教授の話にもありましたが、日本だけが異例の低
金利政策がまだ続いていて、将来への不安、体力的な不安などか

熊本平成ＲＣ

米山奨学生

石橋一隆

君、谷山正典

君、丸橋賢一

君、

らタンス預金が増大してきているそうです。

西島清隆

君、宮本量治

君、武田匡弘

君、

前回もお話をしましたが、世界の平均的な考え方として、個人の

梅田和宏

君

資産の考え方は不動産 3/1（収入が上がるもの）株、債券 3/1、

翁力棟

君

現金 3/1 としてその時期時期で、運用利回りが良い方へ配分を少
し変えて経済変動に対応するようです。

■会長の時間（会長 白木誠一 )

念が心配ですね。その分、発行した国債の価値が下がることにな
ります。

社会のすがた
今日の会長の時間で最後となりました。最近は物忘れが本当に多
くなってきたように思いますが、子供の時も考えてみると先生か
ら時々怒られていた記憶がありますが、これは性格的なものがあ
るのかも知れません。

しかし通貨があまりに

多く出回ると物価が上がり貨幣価値が下がる、つまりインフレ懸

電話ボックスの中だとか、ＡＴＭの横と

か、コーヒーショップの椅子の横などにカバンなどを忘れた記憶
があります。ただ、早めに気が付いて、事なきを得たのが殆どで、
私は今まで財布だけは失くした事がありません。反対に若い頃は
レジの下、お店の入り口などで現金を拾っては喜んでいました。
ところが、最近ゴミの中から相次いで大きな金額の現金が見つ
かっているそうです。ゴミ捨て場で埃と一緒に舞い上がって見つ
かったそうです。

国債の価値が下がると誰が喜ぶんでしょうね？我々は

税金が上がって行くのが一番しんぱいです。消費税の後には、価
値のある不動産にも増税があるかもしれません。
又物の面から見てみますとＨ 10 年の 800 万点頃から忘れ物が増
え続け昨年は 2800 万点となっているそうです。

東京の京浜

急行鉄道では 1 か月に傘が 2000 本 1 年間に 2 万 4 千本となり
ます。

現在鉄道の忘れ物センターが出来て、3 か月保管してい

るそうですが、忘れ物は毎年増え続けているそうです。
なぜ忘れ物が増え続けるのか調査したところ、物価の変化による
ものも、一因あるらしいそうです。

最近ﾌｧｰｽﾄﾌｧｯｼｮﾝ、ﾃﾞｨｽｶ

ｳﾝﾄｽﾄｱが広まり忘れ物の中に価格の安いものが目立つようになっ
てきたそうです。

それは返還率にも表れています。

携帯電話 84％、財布 82％、傘 22％、衣類 14％となっています。

奈良県で 2 千万、とか群馬県では 4200 万など、昨年 1 年で 1
億 1 千万見つかっています。警察で取得物として届けられた物で
すがＨ 20 年頃から毎年増え続けていて、昨年は 1 年間でなんと
合計 180 億にも上るそうです。
最近は捨てるゴミなどは清掃センターで分別しているので、その
時に箱だとかタオルなどに包んであるものが出てくるそうです。
両親が亡くなった時に遺族が箪笥ごと一緒に捨ててしまったのが
多いようです。
例えば福岡県のある遺品整理業者では毎月のように現金が出て来
るそうです。多い時には一度で 5 千万という事で、この業者は 5
年間で 2 億もの金額が出て来たそうです。遺品整理業者さんは
少しでも大事な、貴重品など思い入れがあるのは、なるべく遺族
へ返したいと言う気持ちから整理も、こまかく慎重になるそうです。
しかし現在は遺品への思いが薄れ、遺族は中身を見る事なくその

忘れ物の増加のもう一つの原因と言われるものに、スマホの増加
も影響していると言う指摘もあります。スマホの発達が私たちの
注意力を奪っているという大学での研究発表があります。実際ス
マホが普及し始めた H20 年頃の 1200 万点が、現在 2800 万点
まで増えています。

日本の忘れ物傘はﾐｬﾝﾏｰ、ﾌｨﾘｯﾋﾟを中心に

輸出されて、日傘としても使うので大人気だそうです。

あふれ

出す忘れ物は今の日本人の物に対する価値観を映し出しているか
のようです。
「45 歳、倹約を美徳とするような世代ではない。

むしろ大量消

費こそが善とされた高度経済成長期に少年時代を過ごしてきました。
それでも、あの頃はまだ、傘を止める紐に持ち主の名前が糸で縫
いつけられている時代だった。

傘を失くしてしまうと母親に

叱られた。いやたとえ叱られなくても、
自分のも持ち物が無くなっ
てしまうという事が悲しくて、悲しくて仕方かなかった」
。

−１−

■ロータリー情報の時間

■幹事報告（副幹事 吉田嘉昭）

（ロータリー情報担当 鈴木義親）
１）
永田壮一ガバナーより、御礼の書簡。

◎熊本県ロータリー奨学会について

２）
熊本南ＲＣより、創立６０周年記念式典の御礼。

本年度、最後のロータリー情報の時間となりました。

３）

今期は 2 人体制でこの時間にあたって参りました。充分なるロー

日田ＲＣより、創立５５周年記念式典の案内。

タリーの情報を会員に伝えられなかった事をまず、お詫び致しま

【記念講演】 日時：平成３０年１０月６日（土）

す。

１４：３０〜１６：００
ＮＰＯ法人ロシナンテス理事長

次期は 3 人体制でこの時間にあたって参ります。

川原尚行 先生

場所：「昭和学園高等学校 体育館」
大分県日田市日の出町１４

さて、4 月 25 日の例会情報の時間において、ロータリー年会

Tel：0973-22-7420

費及び寄付金について皆様にお伝えいたしました。
ロータリー財団寄付・米山奨学寄付と・・・しかし熊本県ロータ

【記念式典・記念祝賀会】 日時：同日１７：３０〜

リー奨学会寄付については余り会員諸氏には内容、歴史等は伝達

場所：マリエールオークパイン日田

されていない様な気がいたします。

大分県日田市日の出町１−１

年間寄付 4,000 円

会員数の金額くらいでしょうか？

Tel:0973-22-1155
４）
熊本平成ＲＣより、例回数変更のお知らせ。

◎熊本県ロータリー奨学会の歴史

（２０１８−２０１９年度より）
◆第１例会

第１水曜日

１２：３０〜１３：３０

・昭和 38 年 3 月

ＡＮＡクラウンプラザ
◆第２例会

第３水曜日

１２：３０〜１３：３０

・昭和 39 年 3 月

ＡＮＡクラウンプラザ
◆第３例会

第４水曜日

120 万円の財源をもとに奨学会発足。

果実運用の原則に則り、基金の拡充が先決問題となる。
熊本クラブが創立 25 周年の記念事業として

200 万円を奨学会へ寄付。
１８：３０〜１９：３０

・昭和 39 年 5 月

奨学会法人化申請。

ＡＮＡクラウンプラザ
※第２週・第５週はサインメークアップ受付無し

・昭和 39 年 12 月

５）

（南クラブ 10 周年事業として 200 万円を 3 年間支給）

熊本市域ロータリークラブ会委員名簿２０１８〜２０１９年度版

財団法人熊本ロータリー奨学会の設立許可。

目標に至る。

の作成中です。
各テーブルに１部ずつ配布してありますので、各自各項目のご確

・昭和 41 年 3 月

認をお願いいたします。

奨学金 月額 3,000 円を 1 年間支給するに決定。

第 1 回奨学生決定。

入力ミスや削除希望の欄などございましたら訂正をお願いいたし
ます。確認がお済みの方は、名前の前に○印をお願いいたします。

・昭和 55 年 7 月

奨学金を 6,000 円に引き上げ。

顔写真の変更を希望される方は事務局までメールでお送りくださ

・昭和 56 年 4 月

奨学金を 7,000 円に引き上げ。

いますようお願いいたします。

・昭和 57 年 9 月

奨学金を 8,000 円に引き上げ。

・昭和 59 年

熊本東クラブ 20 周年 100 万円。

開催日
■今後の行事
7 月 21 日
（土）

行事名
米山記念奨学会
夏季研修会

7 月 7 月 14 日
（土） 管理運営セミナー

7 月 14 日
（土） 職業奉仕セミナー

8 月 8 月 5 日（日）

米山記念奨学会
部門セミナー

荒尾 RC 創立 40 周
9 月 9 月 8 日（土）
年記念式典・祝賀会

10 月 10 月 6 日
（土）

日田 RC 創立 55 周
年記念式典

場所

会場

出席者

・昭和 59 年 12 月

熊本東南ロータリークラブ設立、

翁力棟
阿蘇市

大分市

阿蘇 YMCA

チャーターナイトにて 30 万円。

山田公也

・昭和 60 年 1 月より

宮川義行
村瀬直久

・平成 3 年 1 月

松本一也

・平成 4 年

ホルトホール

中島祐爾

・平成 25 年 9 月

大分

福井学

奨学金支給 10,000 円を実現。

奨学金支給 15,000 円。

奨学生を 40 名に増員。
公益財団法人熊本県ロータリー奨学会となる。

佐野茂

◎「公益財団法人熊本県ロータリー奨学会」は熊本市域 17 ロー

松本繁

タリーの指示のもとに熊本市内の公私立高等学校に在籍する学生

ホルトホール

古田哲朗

に対して、経済的事情で修業が困難と認められる者に奨学金を授

大分

宮川義行

与し、育成する奨学団体です。

熊本市

メルパルク熊本

案内中

荒尾市

ホテルヴェルデ

案内準備中

大分市

財団の運営は基本財団の果実によって行われ基本財産は熊本市域
17 ロータリークラブの会員寄付によって増強されます。
会員寄付は 30 万円以上「功労者」、50 万円以上「財団顧問」と
して顕彰されます。

昭和学園高等学校、
日田市

マリエールオーク

新着

バイン日田

−２−

（功労者） 東南クラブ

白木 誠一、堀内 正元（故）

（財団顧問）東南クラブ

石崎 分一（故）
、平野 正二（故）

・奨学金支給人員（52 年間）1600 名

■スマイル
（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）

・東南ロータリー寄付額 9,936,615 円（Ｈ 29.6 月末）

◎石橋一隆 君（熊本平成ＲＣ）5,000 円
熊本東南ロータリークラブの皆様、一年間本当にお世話になりま
した。皆様のお力添えのおかげで無事会長を務めることができま
した。次はガバナー補佐を目指して頑張りますので今後とも宜し
くお願い申し上げます。

■熊本平成ＲＣ 石橋一隆会長 ご挨拶

◎松本繁 500,000 円
１．白木会長、古田幹事、一年間大変お疲れ様でした。当クラブ

・奨学金給付額（52 年間）221,920,000 円

にとりまして、実り多き年度だったことに感謝致します。
２．６月２３日は５０回目の結婚記念日でした。夫婦揃って元気
に金婚式を迎えられたことに心より感謝してスマイル致します。
◎松本一也 25,000 円
ノルマ達成のスマイルです。

■委員会報告
（会員増強担当 松本繁）

◎松岡泰光 16,000 円
ロータリー入会より１年が経過しました。ようやく２年生です。
今後とも宜しくお願いしますのスマイルです。

最多会員増強班の特別表彰
Ｅ班
リーダー 福井 学
前田昭博

◎白木誠一 10,000 円
今日は最後の例会です。皆さん、理事、役員、地区役員、親睦委
員の方、お疲れ様でした。皆さんの勢いに感謝します。平成ＲＣ
の皆さん来訪歓迎します。

岡本千代門
小畑成司
白石 繁
山本浩之
横山佳之
松岡泰光

◎潮谷愛一 10,000 円
本年度、最後のスマイルです。
◎横山佳之 10,000 円
親睦委員として、１年間お世話になりました。

■出席報告

◎鈴木義親 5,000 円
１年間、無病でロータリーを過ごすことが出来ました。
天に感謝して！

（出席・プログラム担当委員 草村安宏）

月日

会員数 出席者数

45
06 月 13 日 （免 3）
42
45
06 月 27 日 （免 3）
42

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

4

33

78.57

29

26

61.90

出席免除
06 月 13 日

住江正治

鷲山法雲

島村徹男

06 月 27 日

住江正治

鷲山法雲

島村徹男

◎彌冨照皇 5,000 円
今年度大変お世話になりました。来年度も宜しくお願いします。
◎前田日出夫 5,000 円
白木会長、古田幹事はじめ、会員の皆さん、一年間大変お疲れ様
でした。来期もみんなで盛り上げていきましょう。また本日は、
熊本平成ＲＣから７名様という大勢でのご来訪、大歓迎いたしま
す。

欠席者（9 名）
06 月 13 日

◎佐野茂 5,000 円
１．白木会長、古田幹事、一年間ご苦労様でした。
２．本日は平成クラブから石橋会長さんはじめ、多数の方々のご
来訪を頂き、誠にありがとうございました。

益田敬二郎

山坂哲生

渡邉一弘

内田敏視
山本修三

山本浩之
中島祐爾

西村陽介
小松野正彦

今度の 100% 出席の日は

07 月 25 日です。

◎福井学 3,000 円
白木会長、古田幹事、役員、理事、担当委員の皆様、一年間大変
お疲れ様でした！
また熊本平成ＲＣの石橋会長、谷山幹事、丸橋様、西島様、宮本
様、武田様、梅田様のご来訪を歓迎してスマイルします。

−３−

◎小松野正彦 3,000 円
熊本平成ＲＣのご来訪歓迎致します。ありがとうございます。
◎永野昭一

熊本城復元整備基金贈呈を山田会員が代表で市長に届ける
2017 − 2018 年度 青少年交換委員会プログラムで 次年度青少
年交換学生・募集案内が始まる。

2,000 円

白木会長、古田幹事、１年間大変ご苦労様でした。

【10 月】経済と地域社会の発展月間
短期青少年交換ご報告
第 2720 地区第３グループ IM 10/13

◎山田公也 1,000 円
熊本平成ＲＣの皆様、ご来訪ありがとうございます。今年度最終
例会です。白木会長、古田幹事、お疲れ様でした。２年間会計を
努めさせていただき、とても勉強になりました。来年度は永野さ
んなので安心しておまかせ出来ます。

【11 月】ロータリー財団月間
ロータリー財団委員長 福井学会員の卓話が非常に良かったですね。
11/22.23 和歌山東南ロータリークラブ訪問で地震の寄付のお礼
と熊本城寄付報告。
【12 月】疾病予防と治療月間 家族会で和歌山東南ＲＣ の竹中
昭美 会員から女性会員第 1 号のお祝いのメッセージと花束
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 宮川会員
山功労者マルチプ宮川会員、累積で現在まで 3.000 万円を超えま

■一年の回顧（会長 白木誠一 )
今年度の回顧として、2 年ほど前に松本繁会員からｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を
努めるので、幹事として手伝ってほしいとの指名がありましたの
で、お手伝いなら何でもしますと引き受けましたが、パスト前田
ｶﾞﾊﾞﾅｰが大分なので、大分での会議へﾄﾞﾗｲﾊﾞｰとして行く事なら
簡単な事と思っていました。
前田ｶﾞﾊﾞﾅｰからの」指導で何か１つでいいからその年度の特色事
業を考えなさい、と言われ、ＲＩの会長の変化を方針を照らし合
わせ、長年同じ事業を続けているフィリッピン里親の見直しを考
えました。
その時にﾁｬｲﾙﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞでフィリッピン里親 2 人でしたので、新し

した。
中央 RC の事業だったと思いますが、仮設住宅の子供たちへのク
リスマスプレゼントで電飾付クリスマスツリーの寄付された事業
を見学。
【1 月】職業奉仕月間

【2 月】平和と紛争予防 ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信の説明で元国連難民高等弁
務官の緒方貞子氏は 1951 年にロータリー国際親善奨学生の説明。
【3 月】水と衛生月間

く 1 人の子供を追加をし 3 人としました。
長期戦略委員会が新しい委員会としてはじまりました。
【７月】潮谷会員の里子：フィリピン 3、800 人 , ネパール 500 人 ,
スリランカ 350 人里親：3、600 人で会員が横ばい状況であるとの事。
永野会員が週報第 1 号で最近のポリオ症例について理解する、と
言うタイトルでワクチン由来によるポリオ発症はまれであり、野
生型ウイルスによる発症とは異なります。
第３例会が家族会でビンゴゲームなどのアトラクションがあり、
そして松岡泰光会員、緒方公一会員、山坂哲生会員、草村安宏会
員、堀内健太郎会員の５人の新入会員の紹介が記憶に新しいです。
米山奨学生の翁力棟君開始
【8 月】会員増強月間 長期戦略委員会の松本繁会員が会員増強
表が始まりました。
慈愛園サマーキャンプ年 8 月 3 日（木） 阿蘇ミルク牧場にて。
8/26 日帰り親睦家族例会で特急かわせみ・ＳＬで人吉・くま焼酎・
青井阿蘇神社 日人吉観光する。人吉ロータリークラブ 会長 井手
富浩様他 会員一同様より御樽を頂いたのを忘れないようにしま
しょう。又人吉ロータリークラブ 直前会長 本田 節 様（「ひまわ
り亭」オーナー様）より、差し入れのシュークリームをいただき
ました。佐野さんの誕生祝もありました。

扇田環境センターへの訪問

熊本城東 RC がタイのロブリ県でのカル

シウム濾過器設置事業寄付の解説。
板橋南区扶輪社創立 30 周年の訪問で総勢４１名でした。
益城復興バス落成譲渡で 25 万寄付。
【4 月 】 母 子 の 健 康 月 間 3/4 創 立 記 念 例 会 で 創 立 34 年 以 来
100％出席が佐野 茂 会員です。
【5 月】青少年奉仕月間 本年度から長期交換留学ﾌﾗﾝｽも始まる。
彌冨照皇会員の NY ﾒｰｷｬｯﾌﾟの話もはじめてでした。
永野会長杯取り切り戦が阿蘇グリーンヒル C.C で開催
【6 月】親睦活動月間
親睦活動委員会 1 年間ご苦労様でした。
本年度の理事、役員の皆様お疲れ様でした。家族会とか日帰り旅
行、ゴルフコンペなど親睦委員会が一番大変だったと思います。
奉仕活動においても、子供食堂の現状がどうなってきているか調
べたかったです。また地震による仮設住宅の人達へのフォローが
もう少し必要ではなかったかと思います。
永野会員の週報作成と多岐にわたるロータリーの解説感謝申し上
げます。

■次年度予算について（次年度会計 永野昭一 )
【9 月】基本的教育と識字率向上月間 / ロータリーの友月間
第一週はガﾊﾞﾅｰ公式訪問合同例会
熊本東、
熊本東南、熊本北、熊本グリーンの 4 クラブです。ガバナー
アドレスでの話 入りて学び、出てて奉仕せよ の言葉が残って
おります。
9/2 伝承遊びの集いが泉が丘で開催 。竹馬、わらじ、水鉄砲、
竹とんぼの作り方を子供たちに教える。

次年度予算を活動計画書に掲載させていただきます。
（※時間の都合のため）

■点鐘

−４−

編集者

松岡泰光

