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【会長の時間】鶴田会長

皆さんこんにちは。
本日の６月３０日のこの日は、アインシュタイン記念日ということで、アインシュタインが相対生理論に関する最
初の論文をドイツの物理雑誌に提出したそうです。
ちなみに、１９０５年のことで、奇しくもポールハリスがロータリークラブを創設した年でした。
ところで、アインシュタインといえば、超一流の科学者という感じがしますが、実は当時、彼はスイス連邦特許局
の無名の技師だったそうです。
「仕事が仕事を教える」とことわざが有りますが、彼の場合は「仕事が科学を教えた」のかもしれません。
ちょっと極端な話でしたが、日本では、昔から「一事が万事」や「一芸は道に通ずる」という言葉が有りますよう
に、まずは目の前にある一つの事を精一杯やることによって、全ての事の道理を理解することが出来るのかもし
れません。ロータリー活動においても同じことが言えるのかも知れません。
さて、本日は卓話の時間で「一年を振り返って」を話すことになっておりますので、以上で会長の時間を終わりた
いと思います。
【幹事報告】大石幹事
○インターアクト年次大会のご案内がきています。
日時 平成２８年７月３１日（日）11：00～16：00
場所 ホテル日航熊本
○米山記念奨学会より「米山卓話」募集がきています。
○宇佐 RC より創立 50 周年記念式典のご案内がきています。
日時 平成２８年１０月２３日（日）12：00
場所 はちまんの郷宇佐

【出席報告】深見委員長
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【スマイル報告】深見委員長
鶴田会長・大石幹事・・・皆様のおかげで無事一年終えることができました。全会員皆様に感謝申し上げ、
来る次年度もよろしくお願いいたします。
平野さん・・・花火大会のご協力感謝いたします。お振込みがまだの方はぜひよろしくお願いします。
川上さん・・・会長、幹事、一年間ご苦労様でした。
高木幸さん・千蔵さん・・・会長、幹事、一年間ありがとうございました。
吉永さん・小関さん・小山さん・・・会長、幹事、ご苦労様でした。
山田司さん・吉岡さん・渡邉太さん・・・会長、幹事、役員の皆様一年間お疲れ様でした。鶴田会長、大石
幹事、来年もよろしくお願いします。
高木孝さん・・・会長、幹事、一年間ご苦労様でした。次年度もまたお世話です。
渡邉知さん・・・本年度最終日の最終例会ですね。会長、幹事さん始め、各委員長の方々には特にお世話さ
までした。そしてありがとうございました。
田畑さん・・・鶴田会長、大石幹事、一年間お疲れ様でした。
村上さん・・・鶴田会長、大石幹事を始め各委員長さんの一年間の活動お疲れ様でした! 会長と幹事は
来年度の更なる活躍を期待します。
田中さん・・・毎日毎日、雨で大変です。会員の皆様、体に気をつけられて頑張ってください!!
本田さん・・・宮本さん入会おめでとうございます。会長、幹事、来年度もよろしくお願いします。早退し
ますのでよろしく。
深見さん・・・ロータリーに入会して初めての役割を皆様のご協力のもと無事終わることができました。
ありがとうございました。
山田邦さん・堀本さん・・・一年間、鶴田、大石、会長幹事お疲れさまでした。引き続きもう一年頑張って
行きましょう。
中嶋さん・・・鶴田会長、大石幹事、一年間ご苦労様でした。来年度は余裕で引張ってください。
井上さん・・・前回夜の例会、欠席となり申し訳ありませんでした。今日もよろしくお願いいたします。
杉谷方さん・・・最近なかなか出席できず、すみません。本日も途中で退席します。
松崎さん・・・会長には大変迷惑おかけしました。幹事ともども、この一年の感謝と次年度へのご協力を確
認します。
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【今後のプログラム予定】
７月７日（木）新年度祝賀会・会長幹事慰労会・新会員歓迎会 18：30 例会 19：00 懇親会
【卓話】
「一年を振り返って」
・吉永クラブ管理運営委員長・山田クラブ財政委員長・村上 50 周年第 3 グループ長
・鶴田会長・大石幹事
○吉永クラブ管理運営委員会＆メークアップ委員会 吉永委員長
クラブ管理運営委員会は各委員長さんにお世話になりました。私自身はあまり活躍できませんでした。
反省しております。
メークアップ委員会は地震もありまして、あまり行けずに活動ができなく反省しております。
○クラブ財政委員会 山田邦男委員長
会計に関しては事務局員の村上さんがきちんとされていますので、チェックをするぐらいですけども、
次年度に 50 周年があるので鶴田会長も節約されたのか、予想よりも残りました。一年間ありがとうござ
いました。
○50 周年実行委員会 村上第三グループ長
一言で申すと順調に推移しているのではないかと思います。さくら植樹、馬山への案内等が終わり、就
活事業が残っています。基調講演は末續慎吾選手に決定し、馬山の方々は当日本番、旅行等は決まってお
ります。もう少し細かな内容を詰めていかなくてはならないと思います。9 月の半ばくらいから、さらに
忙しくなると思います。その時にあわてなくていいように、準備をしっかりとしておかなくてはなりませ
ん。7 月には 2 回のフォーラムが計画されております。その時に足らない所や気になるところをチェック
しておかなければならないと思います。
本番まで 3 カ月です。あっという間に 10 月ですので皆さんと共に準備していきましょう。よろしくお願
いします。
○大石幹事
1 年間幹事をさせていただきましたが、改めてたくさんの方々に支えられ、やり遂げることができた事
に感謝の気持ちでいっぱいです。
理事会では様々な懸案事項に、適切なご指摘やご助言を頂いた理事役員の皆様方。
またそれぞれの事業においては、企画から実施まで様々なパフォーマンスを発揮していただいた各委員長
の皆様。
そしてそれを成功へと導く為に、玉名ロータリークラブの基礎となっていただいた会員の皆様。
事務全般においては、細部にわたって周知しておられ、様々な場面でアドバイスや手助けを頂いた村上事
務局員さん。
そして何より私の後ろ盾となっていただき、どんな時でもホウレンソウ（報告・連絡・相談）させていた
だいた鶴田会長。
皆様ほんとうにありがとうございました。

幹事の経験は、私にとって近年にないドラマティックなことであり、1 年の終わりに当たり感傷の涙の一
粒でも流したいところですが、その涙が乾く暇もなく 2 年目が始まります。
来年度も皆様の暖かいお心でご協力を賜りますよう、宜しくお願いします。
大変簡単ではございますが、今年度 1 年の御礼の言葉とさせていただきます。
○鶴田会長

今日は、「一年を振り返って」ということですが、今回改めて一年を振り返ってみるまでは、この一年間は
「あっ」という間だったという印象でした。とにかく目の前の行事をこなすことで精一杯で、今まで、振り返ることも
できなかった気がします。
今回、1 つ 1 つ振り返ってみると、この一年間は本当にたくさんの会員の皆様に支えられてきた一年間だった
と改めて痛感いたしました。
最初のスタートは、事務局の村上さんのご協力の元、大石幹事と共に活動計画書を作成し、次年度協議会を
開催し「前年度会長幹事慰労会」を開催することでした。
そして、７月には初の「イブニング例会」を開催し、「５０周年協議会」がスタートすることとなりました。イブニング
例会については、賛否両論あるかとは思いますが、１年間やってみた結果を参考にして、今後は飲酒等を含め
て検討していきたいと思います。
８月には、水俣でのインターアクト年次大会への参加、そして、８月３０日の第２６回玉名 RC 杯少年少女空手
道練成大会では、高﨑玉名市長を招いて過去最高の参加者で盛会の内に執り行うことが出来ました。この時
は、賞品として沢山の協賛品を会員の皆様から提供して頂き、ありがとうございました。
選手の皆さんも大変喜んでおられました。
９月には、猿渡ガバナー補佐の訪問を受け、クラブ協議会を開催し、月末には親睦ゴルフ大会も開催されまし
た。そして、１０月８日のガバナー公式訪問の際の懇談会では、野田ガバナーを囲みロータリーの「職業奉仕」
について、玉名中央 RC と玉名 RC の両クラブの会員の皆さんで討論し、大変勉強になりました。
続く、１０月２８日のチャリティーバザーでは、文月会の皆様のご協力と会員の皆様の協賛品の提供により、本
田社会奉仕委員長の元、成功を収めることができました。この時の収益金の 103,770 円は、２等分され「鬼怒川
水害」と「ロータリー財団ポリオプラス」に寄付されました。この月は、行事も多く１０月３１日には、山鹿で IM も開
催され、八千代座での式典は、とってもユニークで印象的でした。
さて、１１月に入ると急に行事もなくなると共に、この頃、私の目の視力が急激に低下し、小さい字を読むことや
暗い道での運転が難しくなったため、２週間だけ休みを頂きまして両目の白内障手術を行いました。手術は無
事成功し、お蔭様で裸眼で「1.2」まで回復することが出来ました。この時、多くの皆様に激励を受け、また、田
畑パスト会長と山田邦男パスト会長には会長代理を行って頂きました。大変お世話になりました。
２年目も歴代のパスト会長の皆様には、お願いすることもあるかと思いますが、その際にも「ロータリーの友情」
でよろしくお願い致します。
そして、１２月に入り年次総会と次年度役員総会、更に、中嶋会員、小関会員、杉谷方英会員におかれまして
はクラブを代表して、杉谷 RI 理事が主催する「ロータリー研究会」に行ってこられました。
そして、１２月１７日の江戸長での忘年会を迎えることが出来ました。
その時皆さんと一緒に飲んで二次会のラブ＆ピースに行って、とにかくホッとして、くつろいだことを覚えていま
す。やはり「親睦」を深める「夜の懇親会」も良いものです。
さて、２０１６年に入り新年会・会員増強フォーラム、５０周年協議会に続き、２月１７～１８日には会員６名で５０
周年記念式典の打合わせのために、馬山中央 RC の例会に出席して参りました。
そして、懇親会では大いに馬山中央 RC の皆さんと親睦を深めることが出来ました。

この時、一緒に行かれた村上会員、山田（司）会員、小関会員、そして酔い潰れた私をホテルまで連れて帰っ
て頂きました山口会員と田中会員には大変お世話になりました。お蔭で無事、日本に帰ってくることが出来まし
た。 そして、続く２月２８日の「５０周年記念さくらの植樹際」では、私は残念ながら会長エレクト研修のため大分
にいましたが、松本５０周年実行委員長の元、市長、振興局長を始め約３０名の御来賓と玉名市空手道連盟の
子供達とその父兄の皆様等を招き、華麗な華を添えて頂きました玉名女子高ブラスバンド部の演奏の元、天気
も良く素晴らしい成功を収めることができました。その時、私の妻と娘が出席しておりましたが、大変感動してお
りました。私も一会員として、玉名ロータリークラブの実行力と先輩方が培われてきた社会的信用の大きさに感
動し、また、その一員であることに誇りを感じました。そして、同時に改めて玉名 RC 会長としての責任の重さを
痛感いたしました。
３月に入り、３月３日の玉名女子高卒業式、３月５日の八代南 RC４０周年、３月６日米山奨学生卒業式、更に
大分での次年度地区研修協議会、そして、３月２６～２７日の地区大会に参加し、以降は大石幹事と共に次年
度の準備を始めたのですが、４月１４日以降の熊本震災中は、とにかく慌ただしく時が経過していきました。
そんな中、５月７日に次年度奉仕部門の委員長会議、５月１４日に次年度管理部門委員長会議を開催し、５
月２２日には、松本会員のご厚意により大倉の森幼稚園において念願の職場訪問・バーベキュー家族会を、高
木幸照職業奉仕委員長と豊永親睦委員長の元、開催することが出来、多くのご家族の皆様にお出で頂きまし
た。
これも、たくさんの会員の皆様の御協力あったからだと思いますし、何よりも準備から料理と片付けまですべて
献身的に活動して頂きました松本会員と御長男の純平さんには、大変お世話になりました。
この場をお借りして、改めてお礼を申し上げます。
今後も、この素晴らしい家族会を開催し会員並びに家族を含めた親睦活動を実施して行きたいを思いますの
で、ご協力の程、宜しくお願い致します。
また、この月は韓国ソウルの国際大会に村上会員、中嶋会員、小関会員、山口会員、吉岡会員と一緒に参加
させて頂き、素晴らしいロータリー体験ができました。その上、馬山中央 RC の皆さんとも現地で懇親会を開き、
更に親睦を深めることができました。
そして続く６月のクリーン作戦では、あいにくの雨天で、前日、本田社会奉仕委員長と最後まで判断に悩むこ
ととなりましたが、中止はやむをえなかったと思います。今後は、この経験を生かしていきたいと思います。
また、年間を通じて田畑 SAA 委員長には毎回ユーモラスな安定感のある司会でとてもいい雰囲気の例会作り
をして頂きありがとうございました。ただ、たまに例会時間が余ると容赦なく会長に御指名を頂き驚きましたが、
今となってみればアドリブの下手な私を鍛えて頂いていたのかなと思います。
そして、深見出席委員長には大変な御苦労をおかけした一年だったと思います。そして、今年度最後の例会
では出席率７０％以上を達成して頂きました。更に、私と一緒に２年目も引き受けて頂き本当にありがとうござい
ます。
今年度目標額を達成して頂きましたスマイル委員長共々、どうぞ宜しくお願いいたします。
次に、堀本広報委員長には、事務局の村上さんと協力して年間を通じて週報を遅れることなく提供して頂くと
共に、定期的に「ロータリーの友」に関する興味深い話を例会でわかりやすく発表して頂きました。
また、「桜の植樹祭」や「５０周年協議会」等では、スムーズな司会進行をして頂きありがとうございました。
そして、山田司朗会員増強委員長の元、いずれもとても素晴らしい６名の新会員の皆様「西嶋会員、吉岡会員、
小山会員、古賀会員、井上会員、次年度には宮本会員」を仲間に加えることが出来ました。
山田司朗会員増強委員長には、色々とご苦労もあったとは思いますが、本当にありがとうございました。新会
員の皆様もどうぞよろしくお願い致します。今後は、この努力を無駄にすること無く、５０周年記念式典時に会員
数５０名を目指して行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

そして、年二回の親睦ゴルフ大会と親睦麻雀大会では、豊永親睦委員長には大変お世話になりました。い
つも軽妙な司会で場の雰囲気を明るく楽しくし盛り上げて頂き大変ありがとうございました。
次に、今年度当クラブを代表して地区出向して頂きました、諮問委員会委員並びに地区史編纂委員会委員
の杉谷 RI 理事、国際奉仕委員会委員の村上会員、クラブ奉仕委員会委員の田畑会員、青少年交換委員会
委員の米倉会員、インターアクト委員会委員の堀本会員には、大変お疲れ雅でした。
更に、米山奨学生の梁維焜君を玉名 RC を代表して、今年度お世話して頂きました村上 R 財団・米山奨学委
員長におかれましては、色々なご苦労があったと思います。私も、いくつかの米山奨学会の行事に村上会員に
連れられて大石幹事と一緒に参加し、米山奨学会がいかに人材を育成し、世界平和に貢献しているかを学ぶ
ことができました。ありがとうございました。
最後に、この一年は、やはり５０周年を前にした、重要な準備の年であったと思います。すでに２月の「５０周
年記念さくら植樹祭」で素晴らしい成功を収めていますし、次年度も松本実行委員長の元、更に全会員が一致
団結して、１０月２２日の「５０周年記念式典」と翌年の３月１９日の「５０周年記念玉名就活フェアー」の成功を目
指したいと思います。会員の皆様におかれましては、まずは例会や会合に「出席」して頂き、みんなで知恵を出
し合って、取り組んで行きたいと思いますので、なにとぞ御支援御協力の程よろしくお願い致します。
以上、「一年を振り返って」と次年度についての「お願い」をさせて頂きました。
次年度も、大石幹事と共に一生懸命頑張って行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

