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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

③ 好意と友情を深めるか
④ 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

週 報

2011-2012 度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー（インド）

例会日：毎週月曜日１２：３０～１３：３０
例会場：〒８６０－８５３６ 熊本市上通町２－１ホテル日航熊本内
創立日：昭和３３年９月１日（承認 昭和３３年１１月２４日）
事務局：〒８６０－８５３６ 熊本市上通町２－１ホテル日航熊本内
ＴＥＬ：０９６－２１１－２７２０ ＦＡＸ：０９６－２１１－２７２１ E-mail minamirc@mail.sysken.or.jp

国際ロータリー第２７２０地区
会長/堀川貴史 幹事/野口泰則
クラブ広報委員長/馬場大介

2011-2012ＲＩテーマ

1.
2.
3.
4.

第9回 例会記録(通算第2494回)
平成23（2011）年9月12日

斉唱

国歌 君が代
ロータリーソング

今日の例会

今月･来月の行事
●10/17(月)ガバナー公式訪問
●10/17(月)13：40～ｸﾗﾌﾞ協議会
●10/26(水)14：30～市域 RC 会
長幹事会＠ｷｬｯｽﾙ
●10/26(水)18：30～GSE 交流会
＠那由多

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
観月会

れが立派な作品を製作完了し、最終日の最後の時間に製
「奉仕の理想」

作発表会をおこない、この作品を作ろうと思った理由や、大
変だったところや、今後この経験をどのように活かしていきた
いか、などを発表してもらいました。それが、予想をはるかに

来訪者紹介（堀川貴史君）
卓話者

上回るほど感動的で、私を含めスタッフ一同、忙しい中、お

生と死を考える会

会長 宮本康志 様

世話をさせていただいてよかった、という感想でした。ナイス

熊本中央 RC

波佐間英樹 様

トライが終った翌日 1 人の生徒のお母さんが、わざわざ御礼

熊本中央 RC

長田浩志 様

におみえになりました。地域との一体感を感じることができま
した。来年もまた生徒が来てくれることを期待したいと思いま
す。以上、会長報告を終ります。

会長報告（堀川貴史君）
今年度は地区で本田ガバナーの意向により、GSE という
活動が復活いたしております。GSE とは、「事業や専門職に
おける、経験の浅い 25 歳～40 歳の男女に、文化と職業に関
する独特な交流の機会を提供する。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～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
が各チームを率いる。」とあります。先週 9 月 6 日（火）に熊本

出席報告（園田修司君）
会員数

出席数

出席率

前々回（8/29）
修正出席率

６０名

４３名

76.79％

８３．０５％

出席規定適用免除者

市域の RC の打合せ会がございました。熊本单 RC からは、

名誉会員

野口幹事に出席いただきました。のちほど、報告いただける

９名

欠席記録免除者 ０名

０名（会員数には含まれません）

と思います。
また、親睦活動委員会では、9 月 9 日（金）に IM を、また、
昨日 9 月 11 日（日）には第 1 回のゴルフコンペを開催いただ
きました。大変お世話になりました。
個人的には、先週 9 月 6 日（火）～9 日（金）までの 4 日間、
中学生の職場体験、通称「ナイストライ」の受け入れを行いま
した。近所の中学生を今年度は 2 名、当社で職場体験して
いただきました。今年の生徒さんたちは特に好感のもてる男
子生徒でした。とにかくものづくりに興味があるとのことで、一
部の時間を好きなものを製作する時間に充てました。それぞ

幹事報告（野口泰則君）
1. 地区ローターアクトより、第２７回年次大会本登録のご案
内
開催日
場所

１０/8（土）・9（日）
大分イベントホール
＊

出欠を回覧致します

青少年交換に関する記事が記されています。随分昔のこととなりま
したが、当時私ども２７３地区がアメリカ・ニューヨーク州７１７地区と
青少年交換計画を実施しました頃、私も地区委員や地区委員長な
どを長らく務めさせていただいており、交換学生も数名ホームステイ
させていましたことなど、大変懐しく思い起しているところであります。
後半にはローターアクトを始めてとして、新世代の若者達との交流
が記されています。
１５～１９ページまではアメリカ・アリゾナ州の第５５００地区にある
ダグラス RC ドッテイ・ワトキンスさんらが、この地区は５６０キロにわた
ってメキシコと国境を接しております。その付近で起こる犯罪や暴
力、貧困、麻薬などのはびこるメキシコ・ソノラ州のアグア・プリエタと
いう町で住宅の建設を修復、太陽温熱器の提供、救急医療の改善
などに努めておられるという素晴らし「国境なき支援」について書か
れています。
２０～２５ページまでは東日本大震災をはじめとする様々ロータリ
ーの多岐にわたる活動が綴られています。また３２～３３ページには
ロータリー米山奨学事業の寄付金および財政について説明されて
います。
縦書きのページにも一読頂きたい記事が幾つかありますが、ここ
では時間の関係でこの人・この仕事欄の実業の世界から福祉の世
界へ転身された東京築地 RC の武田和久氏の記事をご紹介するに
留めたいと思います。

2. 熊本‘０５福祉 RC より、熊本市域ＲＣ新春合同例会 打
合せのご案内（幹事が参加）
日時 １０/１１（火）１５：００～１６：００
場所 火の国ハイツ

3. 玉名中央ＲＣより、週報の送付

例会変更のお知らせ
○熊本北ＲＣ～親睦例会のため場所変更
[日

時] ９月１５日（木）１８：３０～

[会

場] じゅうぼう

サインメーキャップ情報
月
9
10

日

曜日

28

水

4

火
火

11

時間

RC

12:00～

平成

18:00～

水前寺

12:00～

05 福祉

12:00～

熊本東

場所
全日空ホテルニュースカイ
メルパルク熊本
火 の 国 ハ イ ツ
熊本ホテルキャッスル

●Ｓ．Ａ．Ａ． （山本円君）

熊本中央ＲＣより第３回チャリティーコンペのご案内

クールビズは９月で終了致します。ご協力ありがとうござい

日時

２０１１年１１月４日（金）１組目８：０７スタート

場所

グランドチャンピオンゴルフクラブ

プレー費

８，０００円（昼食・１ドリンク付き）

参加費

３，０００円

競技方法

ダブルぺリア方式（年齢上位）

スマイルボックス（元田亮一君）

表彰式

ゴルフ場内レストランにて

○中央 RC 波佐間様・長田様

ました。

本日はチャリティーゴルフの件で伺いました。１１月４日に

＊ 出欠を回覧致します。

開催致します。熊本单 RC の会員の皆様のご参加をお待
ちしております。
定例理事会報告

９/１２

① 新世代奉仕委員会→今後事業を検討
② 熊本城マラソンボランティア→社会奉仕委員会事業とし
て参加
③ 阿蘇グリーンストックへの参加検討→詳細を調べ今後検
討
④ ＧＳＥ受け入れについて→宿泊・食事など検討
⑤ 観月会例会・新春合同例会の会費→参加者より３，０
○堀川貴史君・野口泰則君古財良一君

００円負担（２，０００円はクラブ負担）

本日の卓話者 宮本康志様と中央 RC の長田様・波佐間

⑥ 年間スケジュールの進捗状況の報告

様のご来訪を歓迎してスマイル致します。卓話を楽しみに
しております。
○中川順一君

委員会報告
●雑誌委員会 （神谷平吉君）

本日の卓話は私の主治医の宮本先生です。卓話を楽し

まず横書きのページのお開き下さい。１ページにはカルヤン・バ
ネルジーRI 会長のメッセージが掲載されていますので、ご一読下さ
い。５ページより１４ページまでは９月が「新世代のための月間」であ
りますため、その特集が組まれています。その前半１０ページまでは

みにしています。
○神谷平吉君
宮本康志先生のご来訪を心から歓迎してスマイル申し上
げます。卓話を楽しみに致しています。

2

○髙宮宏君・木村弘訓様・松本嘉七様

スマイルです。

本日の卓話を頂く宮本ドクター、ようこそいらっしゃいまし

○星野誠之君

た。お話を楽しみにしております。

本日は所用で早退させて頂きます。お詫びのスマイルで

○齊藤直信君

す。

宮本先生の卓話、楽しみにしています。

○園田修司君 Ⅱ

○田川憲生君

先週「初」欠席をしてしましました。出席委員長としてある

宮本先生、ようこそ熊本单 RC へ。先生の歌だけではなく、

まじき行為でした。お詫びのスマイルです。

真面目なお話が聞けると思うと幸せです。

チラシを配らせて頂きましたが、１０月１４日のホテル日航

○喜讀宣友君

にて中西輝政氏の講演会を行います。無料となっていま

中央 RC 長田様・波佐間様のご来訪を歓迎してスマイルし

すので、是非聞きに来て下さい。

ます。

○渡邉秀章君

○野田三郎君

本日で３回目の自己紹介です。歴史と伝統のある熊本单

９/２１～３０までの１０日間の日程で「秋の全国交通安全運

RC に入会出来たことに改めて感謝しスマイルします。よろ

動」が実施されます。その中で熊本県の重点課題は「高齢

しくお願いします

者の事故防止」となっています。皆様どうぞ交通事故には
お気を付け下さい。

本日の合計

48,690 円

今年度の累計

378,690 円

熊本中央 RC の長田浩志様のご来会を歓迎してスマイル
します。昨年度は大変お世話になりました。
○漆島典和君・坂本研一君
中央 RC の波佐間様・長田様を歓迎致します。雨男 波佐
間様のゴルフコンペ当日の天候を心よりお祈り致します。

●本日の卓話

○寿崎肇君

生と死を考える会

２番目の孫に２人目の子供が産まれることになりました。あ

会長 宮本康志様

りがたいことです。感謝してスマイルさせて頂きます。
○堀川君・豊増君・中川君・野田君・工藤君・坂本君
丸山君・馬場（大）君・古財君・星野君・三角君

資料が必要な方は事務局まで

昨日のゴルフコンペは晴天の中というより猛暑の中、非常

ご連絡下さい

に楽しくプレイ出来ました。楽しかったご報告とショートホ
ールでワンオン出来なかった残念の報告をスマイルしま
す。
○堀川貴史君
昨日は親睦委員会の皆様のおかげで楽しいゴルフが出
来ました。ありがとうございました。
○工藤青史君
昨日の親睦ゴルフはお天気もよく楽しくプレー出来ました。

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

親睦委員の方々ありがとうございました。

○熊本单ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

○喜讀宣友君・三角雄介君

日時：１０月６日（木）１９：３０～

昨日のゴルフコンペは多くの方にご出席頂きありがとうご

場所：未定

ざいました。また段取りが非常の悪く、皆様にご迷惑をお

内容：スポーツ例会

かけしましたことをお詫びします。また空気を読めず運よく
○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２１日(水) １６：００～

優勝してしまったことを重ねてお詫びします。第４回のゴル
フコンペには喜讀委員長も参加されるそうです。

場所：国府高校「大会議室」

○久峨章義君 Ⅱ
８月２２日以来、３回連続で休みました。久々の例会出席

内容：未定

です。また今日は県のお客様が昼から来られますので早

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。

退致します。合わせてお詫びのスマイルさせて頂きます。
○山本円君

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

３回連続欠席しました。申し訳ありませんでした。お詫びの
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【例会予定】
１０月３日（月）

会員卓話 杉田辰彦会員
「職業奉仕月間にあたって」

１０月１０日（月）

祝日のため休会

１０月１７日（月）

ガバナー公式訪問

■□■

堀川会長年度 ゴルフ愛好会コンペ

■□■

2011 年 9 月 11 日（日）酷暑
チサンカントリークラブ御船
順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

アウト

イン

グロス

ﾊﾝﾃﾞｨ

ﾈｯﾄ

☆三角雄介☆
坂本 研一
工藤 青史

40
47
87
14.4 72.6
42
49
91
16.8 74.2
48
49
97
21.6 75.4
45
37
82
6.0
76.0
49
53
102 24.0 78.0
46
49
95
16.8 78.2
56
56
112 32.4 79.6
48
57
105 25.2 79.8
59
59
118 36.0 82.0
61
61
122 36.0 86.0
65
71
136 36.0 100.0
＊4 位以下のお名前はご名誉のため省略致します。

■高校生ファッション画コンテスト in 九州・沖縄 2011■
2011 年 9 月 17 日（土）＠熊本市現代美術館 アートロフト
（新世代委員会 撮影：原裕一）

☆ 協賛景品のご提供 ☆
堀川会員・工藤会員・喜讀会員・齊藤会員・瀬尾会員
ご協力ありがとうございました。
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