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世界最大の人道支援団体の一つとして、ロータリーは「平和」

現時点までにウクライナから100万人以上が避難しており、緊

を世界的使命の礎としてきました。ロータリーはウクライナ危

急の支援を必要としています。国連は、避難民の数は推定500

機を深く憂慮しており、皆さまの助けを必要としています。

万人に達する可能性があるとしています。欧州をはじめ、世界
のロータリークラブが既に救援活動を強化し、避難民の支援に

ロータリーは、困難な時にこそ行動を起こす人びとから成る組

当たっているクラブもあります。

織です。 深刻化する難民問題を受け、ロータリー財団管理委員

■ロータリーソング「奉仕の理想」

会は、2022年4月30日まで ロータリー災害救援基金 へのご

災害救援基金 へのご寄付により、この悲惨な状況に応える支

寄付を優先し、影響を受けている地区への災害救援補助金を通

援を提供し、生活再建を支えることができます

じて支援することを決定しました。これらの 災害救援補助金
は、水、食料、医薬品、シェルター、衣類の供給に使用できま
す。

■来訪者紹介

２０２２年３月７日
国際ロータリー第２７２０地区
ガバナー 大森克磨

米山奨学生

寄付の方法
① マイロータリーに登録済
の会員

ティティコンサコルウオング，

マイロータリーにログイン

サクピシット君
オブザーバー

福井美穂

してクレジット決済

様

■今月の誕生祝い

② クラブを通して
会員 ⇒ クラブ ⇒ 地区 ⇒ ロータリー財団

この寄付は通常の財団への寄付金として加算され、
ポールハリスフェローの対象寄付なる。

会長の時間

ロータリーの奨学金
(3)

所属クラブのロータリー財団寄付として累積される。

2022年 3月 9日

会 長 吉田 嘉昭

奨学金等の種類
ロータリーは色々な奨学金制度があります。
ロータリー財団

グローバル補助金奨学金
地区補助金奨学金
平和フェローシップ

米山記念奨学金

青少年交換プログラム
世界100カ国以上で実施されているロータリー青少年交換
は、ロータリークラブによる支援の下、15～19歳の学生
が海外に滞在し、言語や文化を学びながら海外に友人を作
り、世界市民としての自覚を養うことのできるプログラム
です。

ロータリーが保障するもっとも安全で安い留学システム

目的

青少年交換プログラム
熊本県ロータリー奨学会

■ RI バッジ贈呈

熊本市域ロータリークラブ運営

1961 年 日本とオーストラリアで交換

青少年交換の歴史
1920 年代、ヨーロッパの少数のクラブの間で始まる

宮川義行

会員

1927 年 コペンハーゲンＲＣで最初の交換
1961 年 日本(九州)とオーストラリアで交換開始

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )
「ロータリーの奨学金」について
ウクライナの危機 ロータリーの対応
2022年3月4日

ジョン・ジャーム
2021-22年度ロータリー財団管理委員長
ウクライナでの悪化する人道的危機に直面している地区を支援す
るため、ご協力ください。

仕組み－派遣

2720地区 2021-2022年度

(1) ロータリアンの子弟が参加できる唯一のロータリープログラム
(2) 費用 ①往復旅費及び保険、個人的衣服等
②出国までの研修関連諸費用
(3) 小遣いとして、＄80～90 程度/月

(1) 受入クラブの費用
学校関係費用、クラブでの会合費(35～70 万円程度)
毎月の小遣いとして 1 万円程度
食費等の生活費

(3) ホストファミリー補助金として 地区委員会より 5 万円／月程度支給
(4) ホストファミリーは 3～4 カ所

－１－

本年度は、2022-2023年度の交換事業の準備期間とする。
短期交換 熊本・大分 各2名程度
長期交換 熊本・大分両県で2~4名

仕組み－受入

(2) ホストファミリーの費用

コロナ禍であることから、青少年交換プログラムを中止しており、

熊本東南ロータリークラブは、これまで、
5名を受け入れています。
ロータリアンご子息の派遣
白木会員のご子息
山坂会員のご子息

熊本県ロータリー奨学会

地区研修・協議会

公益財団法人 熊本県ロータリー奨学会

3 月 26 日（土）

熊本市域ロータリークラブ
17クラブが提唱し運営

職業奉仕部門別協

オンライン

案内中

熊本市域の高校生へ奨学金を支給する
(昭和41年より開始)

地区研修・協議会

理事 9名 評議員 22名 監事 3名
当クラブ 評議員

（パレア）

議会

4 月 2 日（土）

潮谷 会員

午後

4 月 3 日（日）

一人 月 15,000円

午前

4 月 3 日（日）
午後

管理運営部門別協

オンライン

（パレア）

議会
案内中
地区研修・協議会
本会議

オンライン

（NTT）

案内中
地区研修・協議会
幹事部会

ハイブリッド

熊本パレア

案内中
地区研修・協議会

■幹事報告（幹事

4 月 10 日（日）

松岡泰光 )

午後

■来信案内
4 月 17 日（日）

大森克磨ガバナー、佐藤俊介 地区大

午前

会実行委員長、丸田俊和

親睦ゴルフ担当より、地区大会 親睦ゴルフ大会 参加の案内。

案内中
会員増強部門別協

オンライン

議会
案内中
地区研修・協議会

2 ゴルフ場 城島高原ゴルフクラブ トップスタート 8:35

（パレア）

案内中

3 予約組数 OUT 20 組 IN 20 組（計 160 名先着順）

4 表彰式＆会員交流会 ホテル日航大分オアシスタワー 19:00 ～

地区研修・協議会
4 月 23 日（土） 社会奉仕別協議会
午後

17:40 から「コノジュンコと OPAM（大分県立美術館）へ」も開催

5 登 録 料 ゴルフ 5,000 円、表彰式・懇親会 6,000 円
２）

オンライン

（パレア）

案内中

地区研修・協議会

大森克磨ガバナーより、ウクライナ被害者支援について

米山記念奨学会部
門別協議会（リアル ハイブリッド
4 月 24 日（日）
＆オンライン（世話
午前
クラブ説明会含む）

（ RI は被害者支援窓口を設置しました）
。

３）

大森克磨ガバナー、堀川貴史 ガバナーエレクト、大庭由樹 会員

熊本パレア

案内中

増強委員長より、2022 2022 年度会員増強・維持セミナーの案内。

地区研修・協議会

日時 2022 年 5 月 15 日（日）9:30 12 00
場所 ホルトホール大分 大会議室 3F

4 月 24 日（日）
午後

■クラブより

ロータリー財団部

オンライン

（パレア）

門別協議会
案内中
会長ノミニー研修

１）

本日例会終了後に、第９回定例理事会 を 開催いたします。

5 月 7 日（土）

今後の行事

5 月 13 日（金）

会長エレクト研修

03/12（土） セミナー（PETS）
～ 13（日）

熊本県
熊本市

～

（熊本城ホール）

青少年奉仕部門協

山田公也
5 月 15 日（日）
オンライン

セミナー
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区大会

会員増強・維持セ

大分県

ミナー

大分市

職業奉仕部門別協

オンライン

■ロータリーの友紹介

（パレア）

（会報・雑誌担当

議会
案内中

－２－

ホルトホール大分
新着

議会

地区研修・協議会

ホルトホール大分

大分市

案内中

熊本パレア

案内中

大分県

5 月 14 日（土）

地区研修・協議会

3 月 26 日
（土）

（パレア）

議会

公共イメージ部門別 オンライン
4 月 23 日（土）
2022
協議会
午後

1 開 催 日 2022 年 5 月 13 日（金）

2022

オンライン

地区研修・協議会

１）

3 月 21 日
（月）

国際奉仕部門別協

沼田敏）

■スマイル報告

（親睦・スマイル担当委員

渡邉俊一郎）

◎福井美穂
3,000 円

様

本 日 は、 オ ン ラ イ ン
と対面のハイブリッド例会を準備の時間から
拝見させて頂きありがとうございます。
◎沼田敏雄 20,000 円
佐野さんとの思い出の会話

①最初の会話。熊本東南ＲＣ創立時、前日に
電話で入会の誘いの会話でした。
②最後は、最後の例会に顔を出された日、帰りにキャッスル地下
トイレで立小便をしながら、” 沼田君どうかね ” が最後の会話で
した。今でも浮かんできます。
◎吉田嘉昭 10,000 円
久しぶりのリアル例会ですね。早くコロナが
収束しますように！
◎前田日出夫 10,000 円
誕生祝いありがとうございました。

■委員会報告

（青少年奉仕担当

宮川義行）
◎内田信行

3 月 8 日未来会議室でアクト第１例会

が開催されました。次年度の会長選出

で、宮田会員が立候補選出されました。宮田会員は 41 歳ですが、
アクトのリーダーとして頑張っていきたいと所信表明があり、承
認されました。今後の取り組みの広がりと、それにともなう予算
の必要から、会員減によるロータリーからの予算が半額になって
いるので、元に戻して欲しいとの要望がありました。今月より月
1 度の清掃活動やイベントの取り組みも話されました。出席は、

櫻井会長、宮田会員、和泉会員、雪田会員、中上会員、松村会員、
田上会員、森会員、松田会員、米山奨学生のサク君と私の 11 名
でした。3 月 26 日には、防災スポーツ教室とキッズサッカーと

合同で清掃活動を予定しています。アクトは毎回出席率がよく、
積極的に奉仕活動にも参加しています。今後、ロータリアンのア
クト例会への参加とアクトメンバーのロータリー見学を推進でき
たらと思っています。今後とも、皆さんのご協力をよろしくお願
いします。

■出席報告（クラブ管理運営委員長 中島祐爾）
月日

会員数 出席者数

02 月 23 日

志賀重人

島村徹男

修正出
席者数

出席率
（％）

お久しぶりです。お元気でしたか？先日、結婚
記念日のお祝いありがとうございました。福井
美穂さん入会ありがとうございます。
◎潮谷愛一 5,000 円
ウクライナがんばれ！

◎松岡泰光 3,000 円
2022 年 2 月 22 日に、法人、株式会社マツオ
カヤを設立しました。生まれて初めて代表取締
役になりました。これからも皆様のご指導ご支
援よろしくお願いいたします。
◎松本繁 2,000 円
久しぶりのリアル例会です。皆さんの元気そう
なお顔を直に拝見出来、何か幸せな気分になり
ましたのでスマイル致します。
◎草村安宏

2,000 円

家内の誕生日祝い有難うございます。今日は
皆さんの顔が見られてハッピーです。

休会

43
28
03 月 09 日 （免 3）
40 （Zoom6)
☆出席免除
03 月 09 日
住江正治

MU

5,000 円

70.00
◎宮川義行 1,000 円
コロナで弱ったところに花粉がきました。目が
かゆいです。黄砂も飛んでいます。ロシアとウ
クライナも気になります。水道水が飲めないと

古庄浩二

か。北朝鮮のミサイル、３回目のワクチン問題、

☆欠席者

－３－

いつまで続く蔓防、宿題がどんどんたまってるような気がします。
１日も早く街も人も元気になってほしいですね。

■卓話（故 佐野茂パスト会長の想い出を語る」)
○内田信行会員（佐野さんの思い出）
今は、想像もつきませんが愛煙家でし
た。佐野さんは、東南ロータリークラ
ブのチャターメンバーで、東南ロータ
リークラブは皆さんもご存知の通り
1984 年 4 月創立です。

私は、11 年目の中村忠彦会長、松本幹事の年 1995 年 5 月の入
会で当時は 70 数名の会員だったと思います。
その当時は、新入会員は珍しくもなく入会して半年後に退会しよ
うと、スポンサーの古庄さんに相談しましたが、冷たい対応で今
日は昼間、夜の例会があるのでメイキャップしてきなっせと言わ
れて現在に至っております。
その当時の佐野さんは 60 代後半で元気が良くロータリーに対し
ては、結構厳しくロータリーの事なら生き字引と言われるくらい
詳しく人怖い人でしたが、最近は優しくてロータリー対しては厳
しい人だったです。その頃は地区が鹿児島と同じ地区だったと思
います。何を間違ったか地区大会に行くのに、佐野さんもう一人
は、佐野さんに負けないぐらい怖い永井さん乗せて鹿児島に行く
ことになり、行き帰り何を話しながら行ったのか全く記憶に有り
ませんが、記憶に残っているが帰りにサービスエリアでお土産に
さつま揚げを買ってもらった事しか思い出せません。
佐野さんから、自分の勝手な思いですが 18 年位前にポリオの街
頭募金活動を中央ロータリーと？誘って上通と下通でした時に
二か所のパネル準備などを一人でした時、又柔剣道大会は熊本市
体育館二日かかりの準備でやってましたが一度だけ、体育館が使
えず東海大学まで 4 トン車で畳を運んだ事もありました。そん

な姿を見て君を見直したと、私を掌に乗せて褒めて貰ってロータ
リアンとして育てて頂きました育ったか分かりませんが、父の葬
儀の時に、同じ大正生まれで俺と一緒じゃないかと言われ父親は
77 歳で亡くなりましたが、佐野さんは 90 歳過ぎても二次会三次
会と付き合って頂き若い人達が歌うような歌を歌い佐野さんを見
ていつも凄いなといつも思って笑い込めて失礼な事ばかり言って
ましたが怒る事もなく笑って返してくれる優しい人でした。佐野
さんには 100 歳まではロータリアンとして頑張って頂き東南ロー
タリークラブの為に働いて頂こうと思ってましたが、佐野さんで
も病気は勝つことはできませんでしたが。佐野さんは会員皆の自

的にも一番油に乗り切った時で、立派な体格で、美男子で、しか
も品があり、ジェントルマンそのものでした。そして、スピーチ
がとてもお上手で、40 歳の若造の私にとっては、雲の上の人に
思え、強い衝撃を受けたことが今でも脳裏に残っています。また、
佐野さんの奥様が、美人で、上品で、控えめで、やさしい方で、
お二人はお似合いのベストカップルでした。家族会で佐野ご夫妻
とご一緒した時など、最初は私の家内も、佐野夫妻が自分たちと
は違う上流社会の方だと、何となく近寄りがたく感じていたよう
でしたが、奥様から親しく声をかけてもらううちに、徐々にあん
な素睛らしい女性になれたらいいなと、憧れの人になって行った
ようです。それからというもの、家内は佐野さんの奥様に会える

のを楽しみに家族会に参加したがるようになりました。
その憧れの奥様が、10 数年前に急逝された時はショックを受け
ました。最愛なる奥様をなくされた佐野さんのその時の落ち込み
方には、なんと慰めてよいか言葉が見つかりませんでした。一瞬、
何事にもやる気をなくされ、ロータリーさえもやめたいと思われ
たほどでした。その時、娘さんが、「お父さん、ロータリーを辞
めたら駄目になってしまうよ。ロータリーを続けたほうが良いと
思う」と説得されたようです。佐野さんも何とか思いとどまり、
ロータリーを続けられることとなりました。その時、この苦境を
乗り越えようとされている佐野さんに、心から拍手を送りたい気
持ちになったとともに、その拠り所となったロータリーの存在の
大きさ、ロータリーの魅力を再確認した次第です。
佐野パスト会長は、我が熊本東南ロータリークラブの初代幹事と
して、クラブの設立に携われ、38 年間にわたって、わがクラブ

を愛し、わがクラブの発展にご尽力されました。そして、最後
まで現役ロータリアンとして、95 年の人生を全うされたことは、
我々ロータリアンの鏡であり、最高のロータリアンであると心よ
り敬意を表する次第です。
佐野パスト会長、長い間お疲れ様でした。そして、ロータリーの
師として、人生の師としてご指導いただき誠にありがとうござい
ました。
我々、熊本東南ロータリークラブ会員一同は佐野パスト会長の遺
志を受け継ぎクラブの発展に努めて参りますので、どうか、天国
でお見守りください。佐野パスト会長のご冥福を心よりお祈り申
し上げ、お別れの言葉のようになりましたが、佐野パスト会長の
思い出を語るに代えさせていただきます。
○鈴木義親会員
お詫び：紙面の都合で、次週に掲載さ
せていただきます。

慢の人でもあり又、2720 地区のロータリアンとして誇れる素睛
らしい人だったし東南ロータリークラブのスーパー爺さんだった
と思います。もう、他の世界で多分ロータリークラブに入会し活
躍されている事と思います。
70 年後に他の世界で私がロータリークラブ入会する時は佐野さ
んにスポンサーをお願いしたいと思っています。

○松本繁会員（佐野パスト会長の思い
出を語る）
昭和 63 年 3 月、私が熊本東南ロータ
リークラブに入会した時の会長が佐野
さんでした。その時の年齢は 61 歳、
熊本装器株式会社（日本たばこの関連
会社）の社長をされていました。年齢

■点鐘

－４－

（編集者

沼田敏雄 )

