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四つのテスト－言行はこれに照らしてから－

熊本南ロータリークラブ

真実はどうか
みんなに公平か
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好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
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心の中を見つめよう 博愛を拡げるために
Reach Within to Embrace Humanity
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第4回 例会記録(通算第2489回)
平成23（2011）年8月1日

斉唱

今日の例会

今月･来月の行事

今日の歌
●8/8(月)13:30～定例理事会
来訪者紹介
●8/8(月)13:45～歴代会長会
会長･幹事・各委員会報告
＠熊日倶楽部
外部卓話
●8/22(月)13:40～親睦委員会 IM
＠熊日倶楽部
熊本県警警備部長 吉村郁也様
｢
｣

国歌 君が代
ロータリーソング

「手に手つないで」

来訪者紹介（堀川貴史君）
熊本県政策参与

小野 泰輔

様

出席報告（園田修司君（
会員数

出席数

出席率

前々回＇７/11（
修正出席率

６１名

４８名

80.00％

９６．４９％

出席規定適用免除者
名誉会員

会長報告（堀川貴史君（
皆様こんにちは。本年度の第 4 回例会です。

８名

欠席記録免除者 ０名

０名＇会員数には含まれません（

今期では出席状況をわかりやすくするため目標出席率を
設定いたします。

冒頭に、先週、新潟県を中心に大雤による大変大きな被

当日の出席率については、「80％」＇欠席が約12名以下で

害が出ております。被害にあわれた方々へ心からお見舞い

目標達成（ 修正出席率については 「95％」＇修正後の欠

申し上げます。

席が2名以下で目標達成（

さて、7 月 29 日＇金（に職業奉仕委員会の IM を開催して

現状において目標達成は簡単ではないと予想されますが、

いただきました。出席者全員で職業奉仕についての勉強を

一日でも多く目標を達成して最終的な出席率の向上及び出

いたしました。また、年間予定の打合せ等、大変有意義な IM

席に対する意識の向上を図りましょう。

となりました。随時情報発信をいただきたいと思います。
また、先週、当クラブ寿崎会員が台湾を訪問予定があると
のことで、東日本大震災の被災地に対する義援金のお礼状
をお持ちいただきましたので御報告しておきます。
今月は会員増強拡大月間となっております。熊本南ロー

例会変更のお知らせ
○西稜 RＣ～親睦例会のため場所変更

タリークラブには、本日、早速、新入会員を 1 名迎えることが

[日

時] ８月８日＇月（１８:３０～

できました。仲間が増えることはとても嬉しいことです。そして、

[会

場] 日本料理 おく村

本日夜の部では、親睦委員会により、暑気払いと新入会員

○熊本西 RＣ～暑気払い例会のため時間・場所変更

歓迎会が予定されております。さらに親睦を深める場になれ

[変更前] ８月９日＇火（１２:３０～

ば幸いに存じます。

[変更後] ８月９日＇火（１８:３０～

最後に、先日、夏の甲子園大会の熊本県代表に専大玉
名が決定いたしました。地元の代表として、しっかりと頑張っ
ていただきたいと思いますし、しっかり応援したいと思います。
暑い日がしばらく続きますが、体調管理に十分に御注意い
ただいて、乗り切ってまいりましょう。

[会

場] オーデン

○菊南 RＣ～定款に基づき休会
[日

時] ８月１０日＇水（１２:３０～

○中央 RＣ～定款に基づき休会
[日

時] ８月１２日＇金（１８:３０～

○城東 RＣ～定款に基づき休会
[日

委員会報告

時] ８月１５日＇月（１２:３０～

●親睦活動委員会 ＇三角雄介君（

○グリーン RＣ～定款に基づき休会
[日

会員誕生祝・結婚祝

時] ８月１５日＇月（１８:３０～

[ 誕生祝 ]

○西稜 RＣ～定款に基づき休会
[日

時] ８月１５日＇月（１８:３０～

○熊本東 RＣ～定款に基づき休会
[日

[ 結婚祝 ]

馬場大介 君

8.01

馬場 啓 君

8.20

坂本研一 君

8.21

杉田辰彦 君

8.28

前田富士人 君

8.29

時] ８月１６日＇火（１２:３０～

○熊本西 RＣ～定款に基づき休会
[日

時] ８月１６日＇火（１２:３０～

○東南 RＣ～定款に基づき休会
[日

時] ８月１７日＇水（１２:３０～

○熊本北 RＣ～定款に基づき休会
[日

時] ８月１８日＇木（１８:３０～
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場所
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
熊本ホテルキャッスル
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火 の 国 ハ イ ツ
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熊本ホテルキャッスル
メルパルク熊本

暑気払い＆新入会員歓迎会
日時 ８月１日＇月（１９：００～
場所 熊本テルサ
その他 カジュアルな服装でご参加下さい
熊本南 RC ゴルフコンペ
日時 ９月１１日＇日（
場所 未定
詳細が決まり次第ご連絡致します。

スマイルボックス＇元田亮一君（
○堀川貴史君・野口泰則君・古財良一君
新入会員自己紹介

本日の卓話者の小野泰輔様のご来訪を心より歓迎してス

氏名：渡邉 秀章＇わたなべ ひであき（

マイル致します。卓話を楽しみにしております。
○野田三郎君・喜讀宣友君

出身地：岐阜県
生年月日：昭和３７年２月１３日＇４８（

本日の卓話者の小野泰輔様のご来訪を歓迎し、スマイル

勤務先：㈱NTT 西日本－九州 熊本事業部

します。今後の益々のご活躍をお祈り致します。
○田川憲生君 Ⅱ

職業分類：通信
推薦者：堀川貴史・漆島典和

８月２４日にホテル日航熊本の社長就任を祝う会でご案内

趣味：アメリカンフットボール観戦・ウォーキング

を出させて頂きました。宜しくお願い致します。小野泰輔
様の日頃のご活躍と本日の卓話に期待しています。
○寿崎肇君
台北大同扶輪社に堀川会長の代理として御礼状を持参
致しました。感動して頂きました。台湾の方々は日本に大
変好意を持っており、大変うれしゅうございました。
○堀川貴史君・野口泰則君・漆島典和君・稲留穂君
渕田俊郎君・瀬尾広夫君・坂本研一君・元田亮一君
新入会員 渡邉さんの入会を心より歓迎致します。
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○髙宮宏君

○ 既存の価値観を疑い、生き方・社会のあり方を再構築

渡邉会員の入会を心より歓迎致します。又、土曜日は坂

する→現在のモデル・仕組みは持続可能か？を問い

本会員と東急ゴルフ場でお会いしました。声を聞いただけ

かける

で遠くからでも坂本さんと分かりました。暑い中元気にやっ

・

ております。

利益の極大化を目指さない＇A-Z ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ（
→ソーシャル・ビジネスの観点が求められる

○井上雄一朗君

・

社会モデルの再考する

新入会員としての３回目の挨拶を終わらさせて頂きました。

→モバイルハウス、都市から農村への回帰

小生のつまらない挨拶を聞いて頂きありがとうございました。

→住宅・都市政策、貨幣制度、労働・仕事観を根

やっと皆様のお仲間へ一歩近づけたと思います。今後とも

本から考えなおす

よろしくお願い致します。

○ 「精神の自由」＇ルソー（を保つ

○渕田俊郎君
本日の新入会員歓迎会に急きょ取り込みのため出席出来

・

自分の置かれた立場を離れ判断する＇原発問題（

・

厳しい意見を言う人にこそ、耳を傾ける＇知事への

なくなりました。お詫び申し上げますと共に、ご盛会をお祈

直行便（

りします。

・

○浅山弘康君

他人の分野に踏み込んで発言する＇庁議（

○ 多様性を重視する

暑気払い・新入会員歓迎会は所用のため欠席致します。

・

お詫びのスマイルです。

機能しないレイヤー＇階層（にこだわらず、異なるレ
イヤーで波を起こす＇建築家 坂口恭平による「新

○現王園敏伸君

政府」樹立（

本日は所用のため早退致します。お詫びのｽﾏｲﾙです。

→国政、地方自治、NPO、コミュニティ・・・革命・革
新が起こる起点は決まっているわけではない

本日の合計

・

11,000円

○ 真のリーダーシップを各自が発揮する

160,000円

今年度の累計

女性パワーの活用、多様な人材の吸引

・

ﾘｰﾀﾞｰが本当の覚悟を決められるか＇川辺川ﾀﾞﾑ（

・

目的地を決めれば、部下はついてくる＇ｶｰﾅﾋﾞと同
じ（

・

方針を決めたら、部下を信じて任せる＇「政治主
導」の失敗（

●本日の卓話

○ 人との絆が生きる喜びをもたらし、難局を救う
熊本県政策参与

小野泰輔 様

・

経済合理性だけでは語れない仕事、交流

「震災後、熊本と日本が生きる道」

・

「知っている人から買う」時代へ
→「絆づくり」「縁づくり」を大切に

1. 見えてきた既存の社会の限界
バブル崩壊、同時多発テロ、２度

4. 最後に

の大震災、国家財政破綻の危機

【恩師・蒲島郁夫から学んだ言葉】

→ようやく我欲を満たす時代から、
他人のために生きることが幸せに
つながる時代になってきたのではないか？

・

平凡だが、非凡な人生を送りたい

・

生きた証を残せ

・

期待値を超えよ。そうすれば次の舞台が用意され

→各自の立場から行動するのでは社会がもたず、将来世

る

代のため、世の中全体のために発言・行動しなければ

・

精神の自由を保て

持続可能性が保てない社会になってきたのではない
か？

「おすすめの本・文献」

2. どういう日本、どういう熊本を作るべきか？
・

若者が「希望」が持てる社会に

・

すべての人が「安心」し、楽しく生きられる社会に

・

村上春樹「カタルーニャ国際賞スピーチ」

・

牧尾英二「過疎地で年商１００億円！『生き残る』
会社の法則」 KK ベストセラーズ

→どういう「心」のあり方をもたらすかが、政治・社

・

横井時敬「小説模範町村」＇１９０７年（

会に求められている＇これまでは主に「欲」（

・

坂口恭平「TOKYO 一坪遺産」 春秋社

・

映画「降りてゆく生き方」

3. 「理想郷・熊本」づくりのヒント
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【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

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

○熊本南ローターアクトクラブ例会＇第１・３木曜日（

2011 年 8 月 2 日

日本地震災害復興基金へ大きな支援が寄せられる

日時：８月１８日＇木（１９：３０～
場所：濱田ビル＇琴平 TSUTAYA、本庄サンコー近く（

3 月 11 日に発生した大地震と津波の後、長期的な復興活動

内容：RC の卓話

を支援するため「ロータリー日本地震災害復興基金」が設置
されました。基金には現時点で、360 万米ドルの義援金が寄

○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１７日(水) １６：００～

せられています。このような圧倒的な支援を受けて、ロータリ

場所：国府高校「大会議室」

ー財団管理委員会は、復興活動に基金資金を配分しやすく

内容：未定

するための決定を行いました。

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

資金の監督は、新たに設置されたロータリー東日本震災復
興基金日本委員会が行います。日本のロータリアン 6 名が

の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

委員を務めるこの委員会は主に、被災地のニーズ特定、資
金の配分管理、実施されるプロジェクトの監督、プロジェクト

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

に関する報告、適切な資金管理を行います。
今回の管理委員会の決定により、マッチング・グラントとグロ
ーバル補助金の要件を満たさない活動も、日本委員会の承
認を得た上で実施が可能となりました。例えば、この復興基
金からの補助金を建設にも当てることができます。またもう一
つの変更点として、この基金からの資金は、マッチング・グラ
ントとグローバル補助金を通じないで配分されることとなりま
す。

【例会予定】
８月１５日＇月（

2004 年に南アジア災害連帯基金でも同様のアプローチが取

定款に基づき休会

られ、義援金の活用に成功しています。
８月２２日＇月（

本基金からの補助金を申請する日本のロータリー・クラブと

外部卓話
中央保険福祉センター長

地区は、所定の申請書式をロータリー東日本震災復興基金

上村嘉壽子様

日本委員会へご提出ください。

「南三陸町派遣活動報告」

国際財団活動資金＇WF（によるマッチング・グラントとグロー
８月２９日＇月（

バル補助金も引き続き、日本の被災地支援のためにご活用

外部卓話

いただけます。マッチング・

未定

グラントの申請については、

「未定」

援助国側提唱者による最
９月５日＇月（

低 50 パーセントの寄付と

外部卓話

熊本暮らし人まつり みずあかり実行委員長

石原靖也様

いう要件を満たしている必

「未定」

要はありませんが、そのほ
かの要件はすべて適用さ

９月１２日＇月（

れます。

外部卓話
生と死を考える会 会長

宮本康志様

ロータリー日本地震災害

「未定」

復興基金への寄付は、12
月 31 日までの受け付けと
なります。

写真上：被災地に物資を届ける福
島南ロータリー・クラブの会員。写
真下：ムードン・ロータリー・クラブ
（フランス）と日本人の国際親善奨

8 月のロータリーレート

学生、大久保美紀さんが企画した
被災地支援コンサート。

1 ドル = 80 円
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