①
②

四つのテスト－言行はこれに照らしてから－

真実はどうか
みんなに公平か
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国歌 君が代
ロータリーソング

今月･来月の行事

1. 今日の歌
●8/1(月)19:00～暑気払い＆新
2. 来訪者紹介
入会員歓迎会＠熊本テルサ
3. 会長･幹事・各委員会報告
●8/8(月)13:30～定例理事会
4. 外部卓話
●8/8(月)13:45～歴代会長会
熊本県 政策参与 小野 泰輔様
｢震災後の日本と熊本が生きる道｣

第3回 例会記録(
例会記録(通算第2488
通算第2488回
2488回)
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平成23（
23（2011
2011）
11）年7月25日
25日

斉唱

今日の例会

こジャパン”の活躍に感動させていただきました。また、もうひ
「我らの生業」

とつのキーワードは「チームワーク」。インタビュー等で選手、
監督が最も口にしていた言葉ではなかったかと思います。私
ども熊本南ロータリークラブも見習いたいものです。“奉仕と

会長報告（堀川貴史君）
会長報告

親睦”に通ずるものがあるような気がいたしました。関係者の

皆様こんにちは。本年度の第 3 回例会です。先週は祭日の

方々、ならびに日本国民の皆様、ワールドカップ優勝おめで

ため休日でしたので、2 週間ぶりの例会となりました。

とうございます。ちなみに熊本にも“益城ルネサンス熊本“と

この 2 週間の間に、14 日（木）には今年度第 1 回の熊本市
域の会長幹事会が熊本北 RC のホストにて開催されました。

いうアマチュアの女子サッカーチームが存在しています。応
援してみてください。 以上会長報告をおわります。

初顔合わせということで、各クラブ会長幹事の紹介等のほか、
今年度も新春合同例会を開催するなどが決定いたしました。
また、クラブ内においては、20 日（水）に SAA、出席、親睦
出席報告（園田修司君）
出席報告
委員会合同 IM を開催していただきました。どうしたら出席率
会員数

出席数

出席率

前々回（７/４）
修正出席率

６０名
６０

４１名
４１

73.21％
73.21％

８７．７２％

が上がるだろうか？とか、SAA の役割は？とか、親睦活動に
ついても具体的な行事に対しての活発な討議が繰り広げら
れました。今後の各委員会からの情報発信に期待したいと
思います。
出席規定適用免除者

８名

欠席記録免除者 ０名

また、世界に目を向けると、日本が誇る女子サッカー“なで
名誉会員

０名（会員数には含まれません）

しこジャパン”が見事にワールドカップ優勝という偉業を成し
遂げました。決勝戦をテレビ観戦して寝不足だった方も少な
くないのではないでしょうか。聞くところによると、選手たちの
なかには、プロとアマチュアがいて、その収入もかなり低いと

幹事報告（野口泰則君）
幹事報告

いうことで、日本ではマイナーなスポーツであった女子サッカ

1. 木下直前ガバナーより ２０１０～１１年度セミナー記録

ーが一気にメジャーなスポーツとなり、これを機会に選手た

誌の送付。（受付にて関係者に配布）

ちの待遇はもちろん、競技に対しても強力なバックアップ体

2. 平成 RC より 事務所移転のお知らせ

制が整ってくるものと期待できると思います。そこで、ロータリ

（新住所）〒861-8075熊本市清水新地6丁目2-6
TEL249-4115 FAX249-4116

ーの新世代奉仕活動です。こんな目標をもって私どものクラ
3. 本田ガバナー より ブライダル推進担当者会議開催の
ブも、新世代の活動ができたらどんなに素晴らしいかと感じ
ご案内。
ました。“なでしこジャパン”も女子サッカーの先駆者と、それ
を後押しする人がいたはずです。ロータリアンとして我々も何
かの先駆者を後押しする日が来ることを念じながら、“なでし

日時 ８月８日（月）１４：４０～１６：３０（予定）
場所 テトリア熊本銀染ビル 地下会議室
＊丸山会員が出席予定

委員会報告

4. 熊本日米協会 より 熊本日米協会 創立５０周年記念

●ロータリー情報
ロータリー情報委員会
リー情報委員会 （後藤博君）

講演会・記念パーティのご案内。
日時
場所
講師
演題
＊

８月１０日（水）１８:３０～講演会 １９:３０～記念パーティ
熊本ホテルキャッスル
在日米国大使館主席公使 ジェームス・ズムワルト氏
東日本大震災後の米国の対応と今後の日米関係
講演は無料、記念パーティは会費１０，０００円です。ご興
味のある方は事務局まで（８/４締切）

ロータリーとは事業や専門職務に携わるリーダー１２０万
人以上が世界的に結びついたボランティア組織で、人道
的奉仕を提供し、友好と平和を築くために貢献しています。
２００カ国以上の国や地域でロータリークラブが活動し、非
識字問題、疾病、飢餓、貧困、水不足、環境問題と言った

5. （財）熊本市国際交流振興事業団より ８月催物のご案
課題についてプロジェクトに取り組むほか、職業で高い道
内。
徳的水準を保つことを推奨しています。国際ロータリーの
6. 本田ガバナーより 月信の送付。（受付にて配布）
ロータリー財団は国際的な世界最大の奨学金団体として、
7. 週報ファイルが少し余っています。必要な方は事務局ま
文化的親善使節の役割を果たす学生を年間１，０００名以
で。
上支援しています。ロータリーはまた世界の名門大学７校
8. 例会後に臨時理事会を開催致します。
と提携し平和と紛争解決の分野における修士課程で学ぶ
機会を提供しています。
ポリオプラスはロータリーの代表的なプログラムです。ロ
例会変更のお知らせ
ータリークラブの会員は１２２カ国に置いて２０億人以上の
○‘０５福祉 RＣ～創立記念例会のため時間・場所変更
子供達への予防接種を施すべく、ボランティア活動に莫
[変更前] ８月９日（火）１２:３０～
大な時間を費やし、ポリオが撲滅されるまでの寄付金は８
[変更後] ８月９日（火）１８:００～
億５，０００ドル以上に上ると予想されています。
[会

場] 涼膳 わたなべ
ロータリーは世界保健機関、国連児童基金（ユニセフ）、

○水前寺公園 RＣ～ガバナー公式訪問のため時間変更
米国疾病予防センターと共に世界ポリオ撲滅推進計画に
[変更前] ８月１０日（水）１２:３０～
おける主導的な協力団体といます。
[変更後] ８月１０日（水）１８:３０～
[会

場] メルパルク熊本

○‘０５福祉 RＣ～定款に基づき休会
●親睦活動委員会 （三角雄介君）
[日

時] ８月１６日（火）１２:３０～

[会

場] 火の国ハイツ

暑気払い＆新入会員歓迎会
日時 ８月１日（月）１９：００～
○水前寺公園 RＣ～ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰのため時間・場所変更
場所 熊本テルサ
[変更前] ８月１７日（水）１２:３０～
その他 カジュアルな服装でご参加下さい
[変更後] ８月１７日（水）１０:００～
[会

場] 下通り光多制服店前

○水前寺公園 RＣ～ビアガーデン例会のため場所変更
●Ｓ．Ａ．Ａ． （山本円君）
[日

時] ８月２４日（水）１８:３０～

[会

場] 未定

８月例会出欠アンケートの提出をお願いします。
○水前寺公園 RＣ～定款に基づき休会
[日
[会

時] ８月３１日（水）１２:３０～
場] メルパルク熊本

スマイルボックス（元田亮一君）
マイルボックス
○寿崎肇君
来月８月２４日伝統の熊本市中学生バトミントン大会が行

サインメーキャップ情
サインメーキャップ情報
われます。まだ熊本南 RC がやっていることになっておりま
月

日

曜日

時間

8

8

月

18:00～

9

火

12:00～

RC

場所

す。是非子供達を応援に来て下さい。
西稜
熊本西
05 福祉
菊南
12:00～
10

12
15

水前寺

水
金

18:00～

江南

18:00～

中央

12:00～

城東

18:00～

グリーン

月

ホテル日航熊本
ニュースカイホテル
火 の 国 ハ イ ツ
ユウベルホテル菊南
メルパルク熊本
ニューオータニ熊本
ニュースカイホテル
熊本ホテルキャッスル
熊本ホテルキャッスル

○野口泰則君・今村浩昭君・馬場大介君・星野誠之君
先週の休日、野田会員のヨットで「イルカ・クルージング」
に行ってきました。イルカの水中の舞に感動し、島原の沈
む黄金の夕陽に感動しました。イルカに癒され、夕陽に癒
され、野田会員のクルージング中のハーモニカにも癒され
ました。心より野田会員に感謝し、スマイル致します。
○吉本栄一君
遅刻しました。申し訳ありません。
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のソーシャルメディアの活用を促進していく方針です。これ

○坂本研一君
娘が所属しております江南中野球部が、先々週報告させ

には多くの課題があると思いますが、本年度は堀川会長の

ていただいた県大会に行って参りました。なんと神がかり

意向を含め、当会員皆様の実質的な活用や外部向けへの

的な勢いで三位という結果を修める事が出来ました。親が

メディアとして当クラブの Web サイトのリニューアルを実施し

勝手に舞い上がり、子供達にひんしゅくをかってしましまし

ました。ですが、これだけでは全く意味がありません。まず各

た。８月後半は県選抜の女子野球で、またキャプテンをす

委員会と連携し、外部に紹介したいメッセージとともに、活

るそうです。どんどん成長し、離れて行く気がしております。

動をまとめ上げ、Web サイトを展開していき、多くの方に理

頑張れ！！！

解していただくことが重要だと考えております。
本年度は時間的な制約から、以下の４つに絞って紹介し

○原裕一君

ていく予定です。

７月１１日に待望の第２子が誕生しました。名前は「みのり」
です。人として大きく実って欲しいと願い命名しました。年

①タイ・プロジェクトを中心とした国際奉仕活動

齢的に３人目は難しいと思いますが、まず二人の子供を

②RAC や寿崎奨学会を中心とした新世代奉仕活動

大切に育てて参ります。

③社会奉仕活動

○山内昭徳君 Ⅱ

④熊本南 RC 創立５０周年記念氏から、諸先輩方の活動

久しぶりに出席しました。皆様のお元気な姿を拝見し、安

の紹介

心しました。暑い日が続きます。水分を充分に取って下さ

最終的には会員の皆様どうし、またロータリーと一般の方

い。

とのコミュニケーションツールになっていくことを願っておりま
す。何かと至らぬ点もあると思いますが、何卒ご指導、ご鞭
撻のほどよろしくお願い申し上げます。
本日の合計
今年度の累計

11,000円

160,000円

○クラブ管理運営委員長

田邉信一会員

本年、クラブ運営委員長を務めます田邉信一です。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
新しいロータリー・クラブ定款第５条によると５大奉仕部門
●本日の卓話
の第１部門は、「クラブ奉仕」とされており、「クラブの機能を
○会員維持増強委員長

漆島典和会員
充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わる

会長方針に従い、計画的に増強を行う。会員７０名を目
もの」と規定されています。これは、具体的に言えば、クラブ
指す。職業分類チェックし、会員がいない業界にあてはまる
を維持管理するための活動、すなわちクラブ管理運営のこと
入会見込み者を調べ、新規の業種に入会を促進する。全
であり、 熊本南 RC クラブ細則に基づく組織構成によるクラ
会員に最低一人の紹介をして頂けるよう促進する。（一人、
ブ管理運営の部門における下記委員会での活動でありま
一人紹介運動）新入会員の入会後のフォローを親睦活動
す。
委員会とロータリー情報委員会と協力して行う。
（１）出席委員会 （２）プログラム委員会 （３）スマイル委員会
若手会員や入会の浅い（入会３年未満？）へのアプロー
（４）親睦活動委員会 （５）会計 （６）SAA
チ不足、３カ月に１回位はロータリー情報委員会や親睦委
各委員会は、クラブリーダーシッププランに基づく運営方針
員会、各委員会と合同で楽しめるイベントを企画し、友達を
による年次的な継続性（最低３年）と相互の補完性をもって、
どんどん巻き込む活動を計画していくことが会員維持に重
協力しあいながら効果を上げることが重要になります。
要になると考えます。
本年度のクラブテーマ「奉仕（親睦）活動に参加しよう」を
前年度の反省と課題を克服すべく目標７０名を目指します。
実現するために、各委員長、各会員におかれましては、「求
全員が会員増強とは熊本南ロータリークラブのこれからの発
められたとき自分の役割を果たすこと」の基本理念のもと、ク
展成長を最大限の要因であると理解し、全員が協力して維
ラブ運営に携わることで相互にクラブ会員に奉仕し合うという
持していくようコミュニケーションをとっていく。全会員にご協
考えをもって、年間を通して活動されることを希望します。
力をお願いします。
○奉仕プロジェクト委員長
○クラブ広報委員長

浅山弘康会員

馬場大介会員
奉仕プロジェクトを今年度担当します浅山です。不勉強の

本年度クラブ広報委員長しました馬場です。また２７２０地
部分もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。
区の広報委員も重ねて拝命しております。
前年度はプログラムを担当させていただき、無事に終わる
先日の地区協議会では、広報委員会の役割とは、ロータリ
ことが出来ました。大変お世話になり、ありがとうございました。
ーに関する情報を一般の人々に広め、クラブの奉仕プロジ
感謝申し上げます。今回奉仕プロジェクトは副委員長の漆島
ェクトや活動を広報すること、とあります。またインターネット
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さん、私を含めまして１１人の委員で担当させて戴きます。従

【例会予定】

前まではロータリーの４大奉仕部門は、ロータリークラブ定款

８月８日（月）

外部卓話
熊本県警察

にありますように「クラブ奉仕、職業奉仕、クラブが所属する
地域に対する社会奉仕、国際奉仕」でした。今年度から若い

８月１５日（月）

定款に基づき休会

８月２２日（月）

外部卓話

吉村様

人達に対する奉仕、いわゆる新世代奉仕が加わり５大奉仕と
なりました。この５大奉仕の考え方を基礎にして、奉仕プロジ

中央保険福祉センター長

ェクトは改めて申し上げることではありませんが、職業奉仕委

上村嘉壽子様

「南三陸町派遣活動報告」

員会、社会奉仕委員会、新世代奉仕委員会、ローターアクト
委員会、インターアクト委員会、国際奉仕委員会、世界社会
奉仕委員会、姉妹クラブ委員会、ロータリー寿崎奨学会、米
山奨学会の１０委員会で構成されております。
その奉仕プロジェクトの今年度の重点目標としましては、各

国際ロータリーホームページより http://www.rotary.org/

委員会の奉仕活動＝事業計画を明確にし、内容の充実を

2011 年 7 月 22 日

目指すこととしました。特に今年度新しく５大奉仕部門に加

パキスタンのポリオ撲滅活動にロータリアンが大きく貢献

わりました新世代奉仕委員会 原委員長には青少年に対す
る企画を期待したいと思います。なお１０委員会の活動予算

パキスタンにおける全国緊急ポリオ撲滅活動で、ロータリア
としましては１７０万円の予算が組まれております。この予算
ンが重要な役割を果たしています。2010 年にポリオ感染者
はすべてスマイルからの予算であります。スマイル委員会の
数が急増したことを受け、パキスタン政府は 1 月にこの緊急
元田委員長はじめ、委員の皆様には大変お世話になります。
活動を立ち上げました。
どうぞ宜しくお願い致します。
パキスタンでのポリオ感染を抑えることは、世界ポリオ撲滅推
進計画の成功に不可欠です。パキスタンは、世界で 4 カ国
○ロータリー財団委員長

中川順一会員
のポリオ常在国（その他の国は、アフガニスタン、インド、ナイ

先ず最初に今年も１００ドル寄付の寄付を皆さんにお願い
ジェリア）の 1 つで、昨年に感染者数が増加しました（2009 年
したいと思います。今年の１１月に財団月間の時に卓話を提
の 89 件から 144 件に増加）。
供したいと思います。その時に寄付金の使い道など詳しい
パキスタンのポリオ・プラス委員会に任命されたロータリアン
事を含めて説明致します。幸いなことに副委員長が寿崎パ
が、4 つの州での支援に参加するよう、ロータリー・クラブに
ストガバナーですのでお願いしたいと思います。
働きかけています。参加したロータリアンたちは、ワクチンの
投与やポリオへの認識向上に貢献しています。
ポリオ・プラス委員長のアヅィズ・メモンさんは、「国の隅々ま
で行き渡るように活動しています。パキスタンをポリオのない
国にするという目標を、必ず達成するつもりです」と話しま
す。
ロータリアンはまた、政府関係者や宗教指導者に対し、ポリ
【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】
オ撲滅の重要性を訴える活動も行っています。 2011 年 5
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
月の国際大会で基調講演を行ったビル・ゲイツ氏は、「パキ
日時：８月４日（木）２０：００～
スタン大統領や知事、保健局関係者との会合には、いつもメ
場所：濱田ビル（琴平 TSUTAYA、本庄サンコー近く）
モン氏が出席しています。つまり、ポリオ撲滅においてパキ
内容：アクトの森について
スタンで何らかの決定が
なされる時、ロータリーが

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：８月３日(水) １６：００～

その決定に大きく関わっ

場所：国府高校「大会議室」

ているということです」と語

内容：未定

りました。ゲイツ氏が会長

ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生徒

を務めるビル・アンド・メリ

の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

ンダ・ゲイツ財団は、ロー
タリーのポリオ撲滅活動に

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です

3 億 5,500 万ドルを寄付し
ました。
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