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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
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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28回 例会記録(通算第2513回)
平成24（2012）年2月20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
●2/27（月）18:30～親睦活動 IM
＠那由多
●2/28（火）18:30～齊藤会員・田
川会員お祝い会＠ホテル日航
７F
●3/1（木）18:30～姉妹クラブ IM
＠那由多

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
会員卓話 井上雄一朗君

しています坂本会員と野口幹事と私で参加してまいりました。
「それでこそロータリー」

案内があると思いますが、3 月 9 日（金）13:00～15:00 に配布
資料の袋詰作業（崇城大学市民ホール）、3 月 10 日(土)8:00
～受付業務ということになりました。それぞれに人数が多け

来訪者紹介（堀川貴史君）

れば多いほど楽に行える作業でございます。会員の皆様方

卓話者

大林 由紀 様

のご協力をよろしくお願い申し上げます。後ほどあらためて

熊本 RC

岡本 悳也 君

出欠の確認をさせていただきます。

肥後大津 RC

合志 文夫 君

肥後大津 RC

長谷部健一郎君

2 月 16 日(木)は久しぶりに熊本南ローターアクトクラブの例
会に参加いたしました。3 月に卓話に来ていただけるとのこと
でした。また、熊本南ロータリークラブ家族清掃活動を 4 月
15 日(日)位で調整をしていただいております。正式な案内は

会長報告（堀川貴史君）

今しばらくお待ち下さい。

昨日、2 月 19 日(日)は記念すべき第 1 回熊本城マラソンが

熊本南ロータリークラブは 2 月 21 日（明日）からタイプロジ

開催されました。天候にも恵まれて、多くのランナー、沿道の

ェクトを行います。現地に出向いていただきます会員の皆様

応援の方々で熊本市内はとても活気のある 1 日となりました。

方には、事故のないよう、くれぐれもお気をつけいただきます

私ども熊本南ロータリークラブも第 1 回大会開催にあたりまし

ようお願い申し上げます。来週元気なお姿でお会いできるこ

て、ボランティアを行いました。天候に恵まれたとはいえ、極

とを楽しみにしております。

寒の午前 5 時 30 分に集合して、選手の手荷物をお預りする

以上会長報告終ります。

という大変重要で、1 日中気の抜けない仕事をさせていただ
きました。早朝から、やる気に満ち溢れながらも、少し緊張気
味の選手たちの表情や、完走した後の選手の興奮した表情、
最近の言葉で言うとドヤ顔とでも言うのでしょうが、お一人お
一人のとてもいい顔が大変印象的でした。おかげさまで、午
後 5 時の終了まで全員でボランティア活動を楽しむことが出
来ました。参加いただきました会員の皆様はじめ、会員企業
の社員の皆様方にも心から感謝申し上げます。また、社会
奉仕委員会の丸山委員長には、色々とお世話をいただきま
してありがとうございました。
また、先週 13 日(月)には今年度第 2720 地区の地区大会の
実行委員会が開催されました。登録委員会委員長をお願い

出席報告（園田修司君）
会員数

出席数

出席率

前々回（1/16）
修正出席率

６０名

４４名

78.57％

８５．７１％

出席規定適用免除者
名誉会員

９名

欠席記録免除者 １名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（野口泰則君）

頂いた元田、工藤会員にも感謝とお祝いの気持ちを込

1. ロータリーの友事務局より２０１２-２０１３年度版ロータリー

めてスマイル致します。

手帳お買い上げのお願い
ロータリー手帳 １部 ６３０円 ５月下旬出来上がり予定

○肥後大津ＲＣ 合志文夫様・長谷部健一郎様

２月２７日注文締切

本日は肥後大津ロータリークラブ創立４０周年記念式典の
ご案内で参りました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

例会変更のお知らせ
○西稜ＲＣ～親睦会の為場所変更
[日 時] ２月２０日（月）１８：３０～
[会 場] ちゃんこ「やっこ」

○古財良一君
大林さんの歌声を３年前に聞いたとき、心の中に入ってき
ました。そして障がいをお持ちだと聞いて、その色んな思
いが歌に込められているような気がしました。これからも心

○菊池ＲＣ～４０周年記念事業の為日時変更

とともに強く生きて下さい。

[変更前] ２月２３日（木） １２：３０～
[変更後] ２月２６日（日） １８：３０～
[会

○工藤青史君

場] 菊池市文化会館

大林由紀様ようこそいらっしゃいました。大林さんの素晴ら

○平成ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] ２月２９日（水）１２：３０～

[会

場] ホテルニュースカイ

しい演奏と卓話を楽しみにしています。
○田川憲生君

○八代東ＲＣ～早朝座禅例会の為時間・場所変更

肥後大津ロータリークラブの合志、長谷部両氏、熊本ロー

[変更前] ３月８日（木）１２：３０～

タリークラブの岡本様のご来会を歓迎します。特に合志会

[変更後] ３月８日（木）６：３０～
[会

長には熊日時代、大変お世話になりありがとうございまし

場] 久厳寺

た。

○宇城ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] ３月９日（金）

[会

場] 松橋ホワイトパレス

○塚本 侃君
当クラブへの来訪者熊本ＲＣの熊本学園大の岡本学長様

○０５福祉ＲＣ～「県民総合運動公園」清掃の為早朝例会に

を歓迎致します。

変更
[変更前] ３月１３日（火）１２：３０～
[変更後] ３月１３日（火）６：３０～
[会 場] 火の国ハイツ

○寿崎肇君
夜帰宅して部屋の前の敷居に足がかかり三針縫う怪我を
しました。今朝抜糸が出来ました。大難が小難で終わりま

○八代東ＲＣ～花見の例会・新入会員歓迎会の為場所変更

した。感謝してスマイルさせて頂きます。

[変更前] ３月２２日（木）１２：３０～
[変更後] ３月２２日（木）１８：３０～
[会 場] 北部中央公園

○野田三郎君
昨年暮れに島崎２丁目から４丁目に新築引っ越しまして、

委員会報告

最近やっと落ち着いてきました。引っ越しの際は、古財会

パストガバナー報告（寿崎肇君）

員にオーディオで、工藤会員に都市ガスで、渡邉会員に

○別紙

は電話でお世話になりました。そこで、３月に入ってから古
財会員にお世話になったオーディオを楽しむ機会を設け

スマイルボックス（元田亮一君）

たいと思いますので、ご興味のあられる方はどうぞ我が家

○堀川貴史君・野口泰則君 Ⅱ

へお越しください。古財さんに御世話役をお願いしていま
す。

①ビジター歓迎スマイル
熊本ＲＣ 岡本様

○久峨章義君

肥後大津ＲＣ 合志様

先日のワインの会では大変お世話になりました。皆様にた

肥後大津ＲＣ 長谷部様

くさん参加頂き楽しい会になりました。感謝申し上げます。

②本日卓話者大林由紀さんのご来訪を心より歓迎してス
マイル致します。お話と唄を楽しみにしております。また、

○神谷平吉君 Ⅴ

昨日熊本城マラソンのボランティアに参加頂きました会

５８回目の結婚祝いのスマイルです。

員の皆様お疲れ様でした。また、力強い走りを見せて
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○髙宮 宏君

●卓話

２月６日の例会を休みました。誕生日のお祝いを頂きあり

外部卓話

がとうございます。誕生日は１０日でした。

大林 由紀氏

「アダルトチルドレンとして生きる」

○三角雄介君
２月１０日に第二子として待望の長女が誕生しました。母

○ アダルトチルドレンとは？

子ともに健康で、ほっとしております。将来は娘の作った

○ アダルトチルドレンとしての

つまみで長男と一緒に飲むのが夢です。

生きにくさ
○ 歌とキーボード演奏

○浅山弘康君
熊本城マラソンの３時間３０分のテレビ生中継も無事終わ
りました。関係各位に感謝し、スマイルします。
○工藤青史君
昨日の熊本城マラソンでは楽しく４ｋｍを走ることが出来ま
した。当日支えて頂いた多くのスタッフ、ボランティアの

【例会予定】

方々に感謝いたします。

３月５日(月)

○赤澤 剛君

未定

３月１２日（月）

RAC 卓話

３月１９日（月）

定款に基づき休会

３月２６日（月）

未定

第一回熊本城マラソンに社会奉仕委員会よりボランティア
のお礼のスマイルをします。堀川会長を始め７名のメンバ
ーとそれぞれの会社から総勢４０名のお手伝いを頂きまし
た。歴史の１ページだと思います。寒い中本当にお疲れ
様でした。また、元田様工藤様完走おめでとうございま
す。
○渡邉秀章君
熊本城マラソンのボランティアに参加しました。ボランティ
アメンバー一人ひとりが自発的に「いってらっしゃい」やゴ
ールした人にはお疲れ様でしたと拍手で敬意を込めてお
国際ロータリーホームページより http://www.rotary.org/

迎えするなどおもてなしの気持ちを表現して参加できまし

ロータリー107 周年を祝う

た。とても良い経験になりました。ありがとうございました。

記事：Arnold R. Grahl、Wayne Hearn
国際ロータリー・ニュース：2012 年 2 月 23 日

○元田亮一君
昨日第一回熊本城マラソンに参加しました。野田会員、吉
永会員を始め、沿道の方々の声援がすばらしく、おかげさ
ロータリーの創立記念日である 2 月
23 日の週、世界中の有名建造物に、
ポリオ撲滅のメッセージ「END
POLIO NOW」が投射されました。写
真は、フィンランドのトゥルク大聖
堂。

まで無事完走することが出来ました。大盛況であり熊本の
町おこしにもプラスであったと思います。来年はより多くの
ロータリーの仲間と走ることを祈念して感謝のスマイルを
致します。
本日の合計

25,000 円

今年度の累計

1,093,215 円

これまでロータリーは、最優先項
目であるポリオ撲滅に向けて、
大きく前進してきました。それを証明する例として、かつてポ
リオ感染の中心地であったインドでは、今年 1 月の時点で、1
年間ポリオ無発生という快挙が成し遂げられました。
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2011 年には世界全体で 650 件の感染が確認され、2010 年

2 月 24 日：ポリオ撲滅活動のパートナー団体を交えたツイッ

の 1,352 件と比べて感染数が半減しています。ポリオ撲滅活

ター

動が開始された 1988 年当時、毎年 35 万人の子どものポリオ
感染が確認されていましたが、122 カ国で 20 億人以上の子

米国シカゴ時間の 2 月 24 日午前 9 時半（日本時間は 25 日

どもに予防接種が提供されてきたおかげで、感染数は 99％

午前 0 時半）より、ポリオ撲滅のパートナーを交えて、インドで

以上減少しました。こうした活動がなかったら、500 万人が身

の進展、ポリオ撲滅に向けた次のステップ、撲滅のために何

体麻痺に苦しみ、25 万の尊い命が失われていたと推計され

ができるかについて、ツイッターでのチャットが行われます。

ています。

このチャットには、国際ロータリー、世界保健機関（WHO）、
ユニセフ、ゲイツ財団、国連財団からの代表者が参加し、米

また、ロータリーはこれまで、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財

国疾病対策センターの担当者がモデレーターを務める予定

団から寄せられた 3 億 5,500 万ドルの補助金に応えるために、

です。

2 億ドルの募金チャレンジに取り組んでいましたが、今年 1 月、
とうとう目標額に到達しました。ゲイツ財団は、ロータリーの達

ポリオ撲滅のために、クラブではどのようなことができるでしょ

成を称え、さらに 5,000 万ドルを寄付しました。これら総額 6

うか。革新的なアイデアがありましたら、以下のコメント欄でご

億 500 万ドルの資金は、ポリオ常在国での予防接種活動の

紹介ください。また、ロータリーの人道的・教育的活動を支援

支援に充てられます。

するために、ご寄付をよろしくお願いいたします。

「私たちは、今回の達成を祝うべきですが、これで募金やポリ
オへの認識向上運動を止めるわけではありません」と話すの
は、ロータリー財団管理委員のジョン F. ジャーム氏です。
「ポリオのない世界が証明されるまで、私たちは活動を続け
ていかねばなりません」
「END POLIO NOW」のイルミネーション
「END POLIO NOW（今こそポリオ撲滅のとき）」のロゴを投射
するイベントは、2 月の恒例行事となりました。今年も、多くの
ロータリー・クラブによって、世界中の有名建造物にポリオ撲
滅のメッセージが照らし出されました。
ロゴが投射された場所には、カラチのフレアホールとラホー
ルの WAPDA 政府ビル（パキスタン）、ロンドンタワー（英国）、
台北の市庁舎（台湾）、メルボルンのフェデレーション・スクエ
ア（オーストラリア）、イエズス会伝道所跡とクリティバのガリバ
ルディ邸宅（ブラジル）などがあり、日本では、東京の六本木
ヒルズで投射が行われました。
これらの投射行事は、「身体の自由を奪うポリオを世界から
撲滅するという、ロータリーの誓いを世界に発信するもの」で
あると、インド出身のカルヤン・バネルジーRI 会長は説明しま
す。「ここで活動をやめるわけにはいきません。ポリオのない
世界を実現するまで、そして、ポリオの再流行を防ぐために、
ロータリーとそのパートナーは、これからも子どもたちへの予
防接種を続けていきます」

4

