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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

真実かどうか
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

ＲＩテーマ

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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国歌 君が代
ロータリーソング

今月･来月の行事

●9/9(金)19：00～親睦活動委員
今日の歌
会 IM＠ひろのすけ
来訪者紹介
●9/12(月)13：40～定例理事会
会長･幹事・各委員会報告
＠熊日倶楽部
外部卓話
●9/18(日)13：00～地区職業奉
みずあかり実行委員長 石原靖也様
仕ｾﾐﾅｰ＠熊日倶楽部
｢一隅を照らす市民力｣
(堀川･石田)
1.
2.
3.
4.

第7回 例会記録(通算第2492回)
平成23（2011）年8月29日

斉唱

今日の例会

「我らの生業」

来訪者紹介（浅山弘康君）
卓話者（公財）阿蘇グリーンストック

山内康二 様

熊本中央ロータリークラブ

坂口滋一 様

ＮＰＯ法人オーケストラ創造

坂本 様

会長報告（堀川貴史君）
先日、田川会員の社長御就任のお祝いがございました。
田川会員におかれましては、誠におめでとうございました。
素晴らしい方を会員としてお迎えできたことを、改めて嬉しく、
また、誇りに思います。今後ともよろしくお願いいたします。
当クラブからも多くの会員の方々が出席されておりました。そ
んなパーティのなかで感じたことは、会員の皆様方は一人一
人が職業分類の代表として、熊本单 RC ﾞに所属されておりま
す。ああいった場所では、それぞれが、まず、業界の仕事関
係、あるいは地元の地域の方々とコミュニケーションをとりな
がら、最後には、クラブのメンバーがテーブルに集まって談
笑している。それは、いつもながらの光景です。改めて会員
同士の絆の強さ、熊本单 RC の素晴らしさみたいなものを感
じることが出来ました。
先週の例会を出張のため欠席いたしまして申し訳ござい
ませんでした。メークアップは 8 月 18 日（木）に、熊本单 RAC
例会に参加いたしまして、欠席の補填をさせていただきまし
た。内容は先週の報告の通りです。また、サインメークアップ
についての注意事項のお話が、先週の幹事報告のなかであ
ったと思います。前述の通り、私たち熊本单 RC の会員は全
員が各職業分類の代表者です。例会で学んだ奉仕の理念
を、自分の職場に持帰ると共に、自分が属する業界に広め、

地域社会全体の職業モラルを高めることが職業奉仕だと考
えれば、例会にはその地域の職業分類を代表する会員が出
席していますから、欠席者がいることによって、他の会員は、
その職業に関する情報が得られなくなると同時に、欠席者も
あらゆる業種の情報が得られなくなることになります。これは
例会出席がロータリー・ライフの大前提となる所以です。反
対に、例会運営に当る者は、貴重な時間を割いて例会に参
加する会員の皆様に、それに値するメリットを与える義務が
あります。会長報告、議事、各委員会の報告、卓話、そのひ
とつひとつが、出席者の心に深い感銘を与える内容であっ
てこそ、始めて、例会出席の意義が満たされます。その前提
から、さらに深く考えれば、私たちが目指さなくてはならない
のは、ホームクラブ 100％出席だということになります。ロータ
リーの例会には、代理出席ではなく、会員自身が出席しなけ
ればならない理由はここにあるようです。
ただし、極めて重要な仕事と例会が重なった場合は、当
然、仕事が優先されます。不幸にして健康を害した時も同様
です。特別な事態が起こった時は常識が優先します。そのた
めに、メ－クアップという制度があります。
出席の重要性が充分理解できないと、ついついメークアッ
プを怠りがちです。知らない人ばかりの他クラブの例会に参
加することへの不安もあるでしょうし、方法が解らない方もい
らっしゃるのではないでしょうか。欠席を補填する意味で使
われるメークアッフﾟという言葉を、もっとプラス思考で、私ども
のクラブではメーク・フレンズという言葉を使いながら、積極
的に他クラブを訪問することを御提案いたします。会員の皆
様はもちろんのこと、熊本单 RC にとっても、奉仕の理想の実
現のための大変有効な手段となると思いますので皆様のご
理解とご協力をお願いします。
本日は、あるインターネット上の文書から一部抜粋して報
告させていただきました。
以上、会長報告を終ります。

サインメーキャップ情報

出席報告（園田修司君）
会員数
６１名

出席数
４０名

出席率
67.80％

出席規定適用免除者

８名

月

前々回（8/8）
修正出席率
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８８．５２％
欠席記録免除者 ０名

日

曜日

時間

8

木
月

18:00～

熊本北

12

18:00～

西稜

14

水

12:00～

20

火
木

12:00～

熊本西

12:00～

西南

12:00～

城東

18:00～

西稜

22

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

26

月

28

水

12:00～

RC

平成
水前寺

平成
水前寺

場所
熊本ホテルキャッスル
ホテル日航熊本
全日空ホテルニュースカイ
メルパルク熊本
全日空ホテルニュースカイ
全日空ホテルニュースカイ
熊本ホテルキャッスル
ホテル日航熊本
全日空ホテルニュースカイ
メルパルク熊本

幹事報告（野口泰則君）
1. 本田ガバナーより、ＧＳＥ受け入れに関する打ち合わせ
について

臨時理事会報告

８/２９

ＧＳＥ訪問団がＲＩ6330地区（アメリカ・カナダ）より１０/１５～２９
の間に熊本に滞在されます。熊本市域ＲＣの各ＲＣで受け入
れ体制を整えたいと存じますので、各クラブ１名の方のご出席
をお願い致します。
日時 ９月６日（火）１５時～１７時
場所 くまもと県民交流会館パレア ９Ｆ
出席者 国際奉仕委員長または代理の方

① 大住会員の出席規定免除について

ＧＳＥ・・・事業や専門職における経験の浅い２５～４０歳

委員会報告

の男女に、文化と職業に関する独特な交流の機会を提

●Ｓ．Ａ．Ａ． （玉田光識君）

→ 承認

② 雑誌委員長について →会長・幹事にて検討
③ 河喜多会員の退会について→承認
④ ９月定例理事会は熊日倶楽部にて１時間ほど

９月例会出欠アンケートの提出を

供する。このプログラムはロータリアンではない専門職従

よろしくお願いします。

事者からなるチームが異なる国のロータリー地区へ４週
間から６週間の交換旅行をするための旅費を補助するも
のである。ロータリアンであるチームリーダーが各チーム

スマイルボックス（元田亮一君）

を率いる。

○堀川貴史君・野口泰則君
本日の卓話の財団法人阿蘇グリーンストック 山内理事の

2. 熊本市国際交流会館より、９月催し物のご案内

ご来訪を歓迎します。また熊本中央 RC の坂口様、NPO オ
ーケストラ創造理事長 坂本様のご来訪を歓迎します。
○田川憲生君・浅山弘康君

例会変更のお知らせ

山内専務、卓話ありがとうございます。阿蘇草原再生の運

○熊本北ＲＣ～職場訪問のため場所変更
[日

時] ９月８日（木）１３：００～

[会

場] 熊本乳児園

動が広がることを祈っています。
○赤澤剛君

○西稜 RＣ～職場訪問のため時間・場所変更

熊本中央 RC の坂口様、坂本様を歓迎致します。

[変更前] ９月１２日（月）１８:３０～
[変更後] ９月１２日（月）１０:００～
[会

○丸山浩之君

場] 陸上自衛隊 北熊本駐屯地

○熊本西 RＣ～夜例会のため時間変更

熊本中央 RC の坂口様、坂本様のご来訪を心より歓迎致

[変更前] ９月２０日（火）１２:３０～

します。坂口社長には、いつも大変お世話になっておりま

[変更後] ９月２０日（火）１８:３０～

す。

[会

場] 全日空ホテルニュースカイ
○田川憲生君

○城東 RＣ～親睦例会のため時間・場所変更
[変更前] ９月２６日（月）１２:３０～

８月２４日のホテル日航熊本社長就任のパーティに、お忙

[変更後] ９月２６日（月）１８:３０～

しい中ご出席を賜りまして、ありがとうございました。頑張り

[会

ます。

場] とら
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○野口泰則君

●本日の卓話

田川日航社長就任パーティ、おめでとうございます。素晴
らしいご挨拶に感動し、ホテル日航のファンになりました。

公益財団法人グリーンストック

２年で九州Ｎｏ１、そしてキャッスルを抜き去ることを祈念し

山内康二様

てスマイルします。

｢阿蘇グリーンストックと阿蘇の草原
再生の取組み｣

○寿崎肇君
８月２４日熊本市中学生バトミントン大会が無事に終わりま
した。皆様に感謝して、スマイルさせて頂きます。ありがとう

資料が必要な方は事務局までご連

ございます。

絡下さい

○工藤青史君
熊本单ローターアクトクラブは現在メンバーが８名しかおり
ません。ぜひ若手のご紹介をお願い致します。
○前田富士人君
最近、例会を欠席致しまして申し訳ございません。本日も
引っ越しのため、途中退場致します。すいません。スマイ

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

ルします。

○熊本单ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：９月１５日（木）１９：３０～

○髙宮宏君

場所：浜田ビル

入会致しまして本日で満１カ年となりました。早いものです。

内容：ＲＣ卓話

何とか１００％出席を維持できました。健康第一で頑張りま
す。
○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～

○渕田俊郎君 Ⅱ×Ⅹ
先般は母親の葬儀にあたり、心温まるお気遣いを頂き、誠

場所：国府高校「大会議室」

にありがとうございました。

内容：未定
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
の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

○元田亮一君
先日は田川会員の社長就任パーティにお招き頂き、あり
がとうございました。また２週連続欠席して、吉永会員と漆

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

島会員に力を貸して頂きました。お礼とお詫びのスマイル
です。

本日の合計
前回迄の累計

33,000円
239,000

今年度の累計 2 7 2 , 0 0 0 円

【例会予定】
９月１２日（月）

外部卓話
生と死を考える会 会長

宮本康志様
「未定」

９月１９日（月）

祝日のため休会

９月２６日（月）

観月例会（夜例会）１８：３０～
時間が変更になります。ご注意下さい。
「未定」
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国際ロータリーホームページより http://www.rotary.org/
2011 年 8 月 31 日

「機械化された水設備でガーナ 1 万人にきれいな水を」
国際ロータリーと USAID（米国国際開発庁）の提携による「国
際 H2O 協力」を通じて、機械化された水システムが導入され、
それまで安全な水が利用できなかったガーナの 1 万人以上
にきれいな水がもたらされました。この水システムは、200 万
米ドルをかけたプロジェクトの一環であり、そのほかにも掘削、
手動式ポンプ、機械化されたパイプのほか、換気設備の整
った穴式トイレ、シャワーの設置などが行われました。
8 月 21 日に行われた完成式では、カルヤン・バネルジーRI
会長、USAID ガーナ事務局のローレル・フェイン代表、ガー
ナ水資源・工事、住宅庁のムスタファ・アメッド副大臣の列席
の下、完成した水システムが正式に現地の人々に引き継が
れました。
「このプロジェクトは、官民パートナーシップの見本となるもの
です。人々の生活の質を高めるだけでなく、彼らの人生その
ものに計り知れない影響を与えていくでしょう」とバネルジー
RI 会長。また、フェイン氏も「USAID、ガーナ政府、国際ロー
タリーによる画期的なパートナーシップで、汚染水を使う人
が減り、大勢の命が救われるでしょう。（中略）今後は、地域
の人々とガーナ政府がこの水システムの管理を引き継ぎ、他
からの援助を必要としない自立した地域づくりが行われま
す」
今年 3 年目に入った国際 H2O 協力。ガーナでは、ロータリ
アンが村人たちを対象に、適切な衛生習慣や新設備の維持
方法に関する研修も行っています。さらに、ドミニカ共和国で
は衛生研修やバイオ砂フィルターの設置、フィリピンでは下
水回収・処理システムの改善などが行われています。
これまでに国際 H2O 協力では、プロジェクトの監督と事後評
価の重要性、長期的取り組みの必要性、地域の人々の参加
と関心を高めることで持続可能な成果を得ることなど、今後
に生かせる教訓やベストプラクティスが得られたと、参加した
ロータリアンと USAID 関係者は言います。また、特に水プロ
ジェクトの場合は、現地の真のニーズ、新しい習慣を教える
際の障壁、水・衛生設備の使用料を払う地域住民の経済力
などの事前調査などが、成功へのカギであることが実証され
ました。
写真上：RI のバネル
ジー会長と USAID の
フェイン代表。8 月 21
日の式典にて。写真
下：完成式で機械化
された水システムを
使うガーナの村の
人々。
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