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今月･来月の行事

1. 今日の歌
●8/22(月)13:40～親睦委員会 IM
＠熊日倶楽部
2. 来訪者紹介
3. 会長･幹事・各委員会報告
4. 外部卓話
中央保健福祉ｾﾝﾀｰ上村嘉壽子様
｢南三陸町派遣活動報告｣

第5回 例会記録(通算第2490回)
平成23（2011）年8月8日

斉唱

今日の例会

たり、このビッグプロジェクトは大成功に終りました。それから
「奉仕の理想」

数年間は、毎年ローターアクトとして参加をしてまいりました。
これもロータリーの事業です。ロータリーの奉仕と親睦の精
神の基で、ローターアクトが行ったロータリーの事業なので

来訪者紹介（堀川貴史君）
卓話者熊本県警 警備部長

す。見事な新世代、国際、社会、クラブ奉仕の融合だと思い
吉村郁也様

ます。私たちには、様々な場面で奉仕の機会を準備されて
います。いかなる場面でも、ロータリアンらしく、前向きに、積
極的に参加していきたいものです。ちなみに、この留学生交

会長報告（堀川貴史君）

流会の実行委員長として、当時大活躍したのは当クラブ事

皆様こんにちは。本年度の第 5 回例会です。

務局の児玉さんでした。

先週 8 月 1 日（月）は親睦活動委員会の皆様に、熊本单 RC

最後に、来週はお盆休みです。存分にお楽しみいただき

の暑気払いと、新入会員の方の歓迎会を行っていただきま

ますよう祈念いたします。行楽地の事故等には十分にお気

した。たくさんの方々にご参加いただいて、とても楽しい時間

をつけ下さい。

を過ごすことができました。ありがとうございました。
また、この時期は、夜になると、どこからともなく花火の音
が聞こえてきたり、浴衣姿の家族連れやカップルをよく目に
したり、あるいはボシタ祭りの練習の音がぼちぼち聞こえてき
たりと、日本の夏の風情を五感で楽しめる季節になっていま

出席報告（園田修司君）
会員数

出席数

出席率

前々回（７/25）
修正出席率

６２名

４５名

73.77％

８２．１４％

す。熊本市は、残念ながら、火の国祭りの花火大会が中止と
なってしまいましたが、先日 8 月 6 日(土)には市内の繁華街
で、おてもやん総踊りが賑やかに開催されました。個人的に

出席規定適用免除者

８名

欠席記録免除者 ０名

思い出されることは、数年前、地区ローターアクト委員長をや
らせていただいていた頃のことで、ローターアクトでは熊本、

名誉会員

０名（会員数には含まれません）

大分両分区それぞれが、年 1 回、留学生交流会という行事
を行っていました。6 年前の熊本の交流会は、ローターアクト、
留学生、インターアクトが一緒になって、おてもやんダンスを

幹事報告（野口泰則君）

創り上げ、なんと、その年の火の国祭りのおてもやん総踊り

1. 本田ガバナーより 東日本大震災缶バッジの送付

にローターアクトとして留学生、インターアクトと一緒に参加
するというビッグプロジェクト。祭り当日は、たくさんの留学生
が浴衣を着て参加したり、（もちろん、わがクラブの寿崎奨学
生も参加しました）沿道からはインターアクト生が声援をくれ

３月１１日の東日本大震災では、２萬人を超える犠牲者を出す
未曾有の大災害となりました。そして今なお、多くの方が避難
生活を強いられています。この国難を前にして私たちロータリ
アンは何をなすべきか、何が出来るかを考えてきました。被災
地のロータリークラブも多くに犠牲を強いられましたが、世界中

のロータリアンからの援助のもと、強く復興に向けて立ち上が
ろうとしています。
そして今後も日本の全てのロータリークラブが復興を支援して
いかなくてはなりません。そのためにはロータリークラブの「絆」
こそが絶対に必要なのです。この「絆」を忘れず、復興を支え
て行くために、国際ロータリー第２７２０地区でバッジを制作しま
した。ロータリーバッジとともに胸に付けて頂き、皆で復興を支
援致しましょう。

定例理事会報告

８/８

① 新春合同例会のコ・ホストクラブについて
平成２４年１月６日（金）１２：３０～＠熊本ホテルキャッス
ル → 承認
② 河喜多会員の退会会について→次回理事会にて検討
③ 井手会員の退会について→承認
④ 国際奉仕委員会 チェンカム・RC ３０周年記念事業

2. 事務局の盆休み ８月１２日（金）、８月１６日（火）、８月１

→３０万円の支援

７日（水） ８月１５日はサインメーキャップ準備のため出
勤致します。
委員会報告

3. ８月１５日は（月）は休会です。

●雑誌委員会 （神谷平吉君）
「ロータリーの友」８月号の紹介をさせて頂きます。まず横書き

例会変更のお知らせ

のページをお開き下さい。

○玉名 RＣ～定款に基づき休会
[日

１ページには、インド・バビＲＣのカルヤン・バネルジーＲＩ会長

時] ８月１５日（月）１２:３０～

メッセージが掲載されています。

○平成 RＣ～定款に基づき休会
[日

５～９ページまでは会員増強・拡大月間の記事です。１９９８

時] ８月１７日（水）１２:３０～

年を境に日本のロータリー会員数は漸減の一途を辿っています。

○熊本東 RＣ～納涼落語例会のため時間・場所変更

国内クラブ数に関しては、その間ほぼ横ばい状態です。というこ

[変更前] ８月２３日（火）１２:３０～

とは１クラブあたりの会員数が漸減しているわけです。因みに２７

[変更後] ８月２３日（火）１９:００～

２０地区の１クラブ平均会員数は３３人で、我がクラブは平均の

[会

倍近い数は維持されています。

場] 廣徳寺

１１～１７ページまでは東日本大震災に対するロータリーの多

サインメーキャップ情報

岐にわたる活動が紹介されています。東日本・中部日本のロー

月

日

曜日

時間

RC

8

23

12:00～

熊本東

24

火
水

18:00～

水前寺

31

水

12:00～

東南
水前寺

場所

タリークラブが大半ですが、九州では長崎西ＲＣが片道１，８００

熊本ホテルキャッスル
メルパルク熊本
熊本ホテルキャッスル
メルパルク熊本

キロをトラックに食材、調理器具を積み込んで２７時間もかけて
気仙沼の松宮公民館に到着、長崎ちゃんぽんの炊き出しを行
っておられます。その後３か所を廻り支援しておられます。
２２～２３ページの日本のロータリー写真館のうち２３ページの
向笠広次氏は大分県中津ＲＣの方で、日本で２人目の国際ロ
ータリー会長となられました。会長になられる前、当時の熊本大

新入会員自己紹介

分両地区の青少年交換委員長をなされていたことがありますが、

氏名：永井 富士雄（ながい ふじお）

その頃私も熊本地区の青少年交換委員として親しくお付き合い

出身地：熊本県

させて頂きましたことを懐かしく思い返しています。

生年月日：昭和２５年１０月２７日（６０）

３３～４２ページにはロータリーの基本知識が大きな写真入り

勤務先：(株)魚萬生駒

で紹介されています。読み易い記事ですから、さっと目を通して

職業分類：水産物加工

おいてください。

推薦者：髙宮宏・後藤博

４３ぺージの日本のロータリーの先駆者の欄にも、先ほどの向

趣味：ゴルフ・旅行

笠広次氏が顔写真入りで紹介されています。
次に縦書きのページです。２～５ページは「アマゾンの森は
今」アマゾニア森林保護協会会長：長坂優氏の記事です。２５
歳の時卖身で移住し、４５年間現地で生活しておられます。世
界６４か国の人々がアマゾンの開発、開拓に携わってくれました
が、ほとんど志半ばで本国に逃げかえっている中、唯一日本人
のいがアマゾンに定着しコショウとジュートと言うコーヒー豆を輸
出するときの袋の生産という偉業を成し遂げています。
そのほか、この人、この仕事、卓話の泉、言いたい・聞きたい、
バナー自慢、友愛の広場、ロータリー・アット・ワークなど、盛りだ
くさんの記事がありますが、時間の関係で割愛させて頂きます。
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台北に参りましたもう１つの要件は、昔台北大同 RC と熊本单 RC
が姉妹提携をする時に台北側のお世話係が呉友仁氏で、この方
は旧寿屋の台湾での仕入れ、輸出会社の寿星貿易有限公司の社
長でした。この奥様の葬儀が７月２８日にあり、それに参列し、翌２９
日に例会に出席しました。
台湾の方は日本に対して大変好意をお持ちの方が多いように受
けとけました。台北大同 RC は香港、モンゴルなど６つの RC とロータ
リー財団の支援のもと東日本大震災の支援を行っております。私自
身、少々情報に対する感度が鈍くなったなと後悔と反省を致しまし
た。まだ新しいといってもよい台北大同 RC からガバナー経験者が３
人健在です。熊本单 RC も私の元気な間に３人のガバナー経験者
を有する RC になりたいものだなと思いました。
今回の台湾では張パストガバナーに空港まで送迎いただき、恐
縮いたしました。ロータリーの思いやりの心など、その素晴らしさに
感動致しました。台北大同 RC に感謝申し上げますとともに、熊本
单 RC 会員として熊本单 RC の皆様に心より感謝申し上げ報告致し
ます。ありがとうございました。合掌

●ロータリー情報委員会 （後藤博君）
ロータリーは１９０５年シカゴで世界初のボランティア奉仕ク
ラブとして設立され、瞬く間に世界に広がりました。現在、ク
ラブ会員は毎週集まって奉仕プログラムを計画し、地元や海
外の話について話し合いながら親睦を楽しんでいます。クラ
ブは政党に関係なく、すべての人種、文化、および宗教的
信条をもつ人々に扉を開いています。

●ロータリー財団委員会 （中川順一君）
「ロータリー財団１００ドル寄付の説明」
熊本单 RC では、毎年全会員１００ドル以上を目標としております。
ご協力を宜しく何卒お願い致します。ロータリー財団への寄付詳細
および、地区活動資金について簡卖にご説明致します。
寄付について
普通寄付 ５２ドル／会員 → 年会費より支払っています
特別寄付 個人任意の寄付 → １００ドル寄付のお願い
前年度は、会員からの寄付合計６,ドルを寄付しまし
た
☆熊本单ＲＣの認証者数（特別寄付）
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ(２,０００ ドル以上)
１６名
ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ(１,０００ ドル以上)
１０名

スマイルボックス（吉永彰一君）
○堀川貴史君・野口泰則君・古財良一君
新入会員 永井さんのご入会を心からお祝いし歓迎致し
ます。
○髙宮宏君・後藤博君・漆島典和君

ポリオ寄付
・ １００ 万ドルランチ → 月1回実施 ５００円×出席数×１２回
を寄付しています
・ ガバナー公式訪問スマイルをポリオへ寄付しました。
前年度は、合計で約１,５００ドルを寄付しました

新入会員 永井さんの入会を歓迎します。
○堀川貴史君・野口泰則君・古財良一君
熊本県警 吉村郁也警備部長のご来訪を歓迎し、スマイ
ル致します。卓話を楽しみにしております。
○浅山弘康君

シェアシステム
年次寄付（普通寄付と特別寄付（除く恒久寄付））
寄付から３年間投資されて、３年後に全部使われる。
国際財団活動資金（WF： World Fund）
５０％
地区財団活動資金（DDF： District Designated Fund）５０％
⇒ 寄付した地区の補助金

吉村部長の卓話を楽しみにしております。ありがとうござい
ます。
○久峨章義君・丸山浩之君
熊本県警 吉村部長の来訪を心より歓迎致します。本日
の卓話、楽しみにしております。

２７２０地区
２０１０-２０１１ 年度実績 ２６,９００ ドル
１ドル＝９２円=２,４７４,８００円が活動資金として地区へ戻しました
２０１１-２０１２ 年度補助金総額 ２４,９５０ ドル １０RCで１０ プロ
ジェクトを予定（現在も補助金の申請受付中）
☆ 熊本单 RC で２００９-２０１０年度にマッチング・グラント申請
（タイ･浄水設備）をし、１００万円を地区補助金より使用しま
した

○髙宮宏君
本日卓話をいただきます吉村さん、ありがとうございます。
お話に期待しております。ますますのご活躍を。
○田川憲生君 Ⅱ
吉村部長様、卓話を楽しみにしております。面白い話が
聞けることを期待しております。
３回目の自己紹介を終えホッとしています。やっと入会出
来るという気持ちです。これからも一会員としてロータリア

●パストガバナー報告 （寿崎肇君）

ンとして頑張ります。８月２４日ホテル日航熊本の社長就

熊本单ＲＣ堀川会長のﾒｯｾｰｼﾞを台北大同ＲＣへ持参報告

任パーティがあります。お世話になります。

～台湾に対する東日本大震災のお礼～

○堀川貴史君

７月２９日に台北大同ＲＣの例会に出席し、堀川会長からの東日
本大震災へのお礼を読み上げました。同時に日本人として姉妹ク
ラブ提携の熊本单 RC として大変誇りに思う旨を含めてお礼申し上
げました。
例会の卓話は大学教授による原発問題の話でした。台湾にも原
発が４か所にあるので、人ごとではない、という感じでした。他に日
本から出席された方があり静岡県の伊豆市長と議長など４名が観
光誘致のお話をされました。
台北大同 RC は RI３４８０地区で一番会員数が多い RC で近いう
ちに１００名を超えるだろうと話しておられました。

長女が先日ホームステイ先のニュージーランドから無事に
帰国致しました。感謝してスマイル致します。
○前田富士人君 Ⅴ
誕生日お祝い、欠席致しまして申し訳ございません。感謝
申し上げスマイル致します。
○寿崎肇君
台北大同扶輪社の例会に２週続けて出席致しました。台
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北大同扶輪社の日本に対する好意には感動致しました。
熊本单 RC も、もう少し台北大同扶輪社に関心、好意を。

☆ 災害時の絆

この度の東日本大震災を期に深めていきたいものだと思

～ Living God は世界で翻訳され、Tsunami の恐ろしさと

いました。皆様よろしくお願い申し上げます。

同時に自己犠牲の素晴らしさを教えてくれた

○井上雅文君・井上雄一朗君・玉田光識君
先週は歓迎会をして頂きありがとうございました。これから
もよろしくお願い致します。

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

○田邉信一君

○熊本单ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

８月１日の暑気払い・新入会員歓迎会を急に欠席致しまし

日時：９月１日（木）１９：３０～

た。お詫びのスマイルです。

場所：未定

○山本円君

内容：キャンプ

昨日ＫＫウィングにおいてマーチング・フェスティバルが行
○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：９月７日(水) １６：００～

われました。娘が合志中のトランペットで出演しました。３
年間の集大成として完全燃焼したみたいです。来年はオ

場所：国府高校「大会議室」

ヤジバンドに引き込みます。

内容：未定

○齊藤直信君 Ⅴ

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

久しぶりのホームクラブ例会出席です。８月７日（日）函館

の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

にて“ワニタベンテン”が勝利しました。
○永井富士雄君

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

入会許可をいただき感謝いたします。

本日の合計

32,000円

今年度の累計 2 3 3 , 0 0 0 円

【例会予定】
８月２９日（月）

外部卓話

公益財団法人 阿蘇グリーンストック 山内専務
「未定」
●本日の卓話
熊本県警 警備部長

９月５日（月）

吉村 郁也 様

外部卓話

熊本暮らし人まつり みずあかり実行委員長

「激動化する国内外情勢と危機

石原靖也様
「未定」

管理について」
９月１２日（月）
ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）

外部卓話
生と死を考える会 会長

作品に学ぶ防災の心

宮本康志様
「未定」

☆ 稲むらの火（中井常蔵著～
原典はハーン著の“Living God”）～防災の心を普遍化
した世界共通の防災教科書
～今では Tsunami は、世界共通語化しているが、ハーン

8 月のロータリーレート

著の“Living God”の中で、そのまま英語表記されたの

1 ドル = 80 円

が始まり
～人々が恐れるものの順番として、地震・雷・火事・親父と
言うが、一番怖いのは津波？
～原発事故による放射線被害は、もっと恐ろしいのかもし
れない？
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