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熊本南ロータリークラブ 

 週 報 

 
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 

 

2011-2012 度 国際ロータリー会長 

カルヤン・バネルジー（インド） 

 

四つのテスト－言行はこれに照らしてから－ 
① 真実かどうか   ③  好意と友情を深めるか 

② みんなに公平か   ④  みんなのためになるかどうか 

 

国際ロータリー第２７２０地区            2011-2012ＲＩテーマ 

 会長/堀川貴史  幹事/野口泰則 

クラブ広報委員長/馬場大介 

 

 第29回 例会記録(通算第2514回) 

 平成24（2012）年2月27日 

今日の例会 
1. 今日の歌 

2. 来訪者紹介 

3. 会長･幹事・各委員会報告 

4. 卓話 

 

 

今月･来月の行事 
●3/10（土）8：00～地区大会 
＠崇城大学市民ホール 

●3/17（土）～18（日） 会長エレ
クト研修＠別府大学 

●3/21（水）18：30～ 職業奉仕
委員会勉強会＠日航6F 

●3/31（土）14：00～ 大津 RC40
周年＠大津町文化ホール 

   

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「我等の生業」 

 

 

 

会長報告（堀川貴史君） 

■理事会報告（２月６日） 

・ 肥後大津 RC４０周年について･･･現状登録状況を

確認して再検討する（お祝い金等） 

              また、今後、スポンサークラブとしての繋がりを持つ

機会を検討していく 

・ 台北大同 RC との短期青少年交換について･･･次

年度受入の案内を発送する。 

・ 原会員の出席免除について･･･承認 

・ タイプロジェクト･･･２月２１日出発につき、出金の報

告 

■理事会報告（２月２０日） 

・ 肥後大津 RC４０周年について･･･全員登録とはせ

ずに最低でも１５名程度の登録＋お祝い金にて対

応 

・ 原会員のお見舞金･･･規定に基づいて１万円をお

くることで承認 

・ その他 

 

２月２２日、大変残念なことに、大住副会長がお亡くなりに

なりました。突然のことで、ただただ驚きと落胆と入り混じって、

今でも現実を受け止められないまま、今日の例会を迎えてし

まいました。会員の皆様におかれましては、馬場会員のお父

様の訃報もお知らせいたしました通り、連日に渡りご弔問い

ただきましてありがとうございました。あらためまして、心よりご

冥福をお祈りいたします。 

 また、タイへのご訪問をいただきました会員の皆様、大変

お疲れ様でした。無事にお帰りいただきましたことに心より感

謝申し上げます。詳しいお話をお聞かせいただければ幸い

に存じます。 

さて、２月も最終例会となりました。今週は親睦・姉妹クラブ

委員会の皆様には IM を開催いただくようになっております。

また、明日は、熊本南ロータリークラブの会員であられます、

齊藤、田川両会員のお祝いの会を開催いたします。よろしく

お願いいたします。また、本日１５時から、２７２０地区の地区

大会実行委員会が開催されます。大会前の最終の実行委

員会でございます。当日は皆様には大変お世話になります

が、ご協力をお願いいたします。以上会長報告終ります。 

  

 

幹事報告（野口泰則君） 

1. ロータリーの友事務局より２０１２-２０１３年度版ロータリー

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 

  ２月２７日注文締切 

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 

５９名 ３６名 67.92％ ８７．２７％ 

出席規定適用免除者 ９名 欠席記録免除者 １名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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２．熊本市国際交流会館より 

  催し物案内3月号の送付 

 

 

例会変更のお知らせ 

○江南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ３月２８日（水）１２：３０～ 

[会 場] ホテルニューオータニ 

 

○西南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ３月２９日（木）１２：３０～ 

[会 場] 全日空ホテルニュースカイ 

 

 

理事会報告 ２/２７ 

１．大住副会長への感謝状について 

  →規定通り感謝状を渡す。 

２．次年度の地区委員の選出について 

  →下記のメンバーにお願いしたい。 

    ガバナー事務所了承後、本人の了承を得る。 

３．肥後大津 RC周年行事登録について 

  →３万円のお祝い金をお渡しする。 

 

次年度理事会報告 ２/２７ 

１．２０１２-２０１３ 地区委員の件承認されました。 

○地区委員メンバー 

 ・クラブ奉仕委員会 委員         喜讀宣友 

 ・戦略計画委員会 副委員長 田邉信一 

 ・地域社会奉仕委員会 副委員長 赤澤 剛 

 ・地区広報・IT 委員           吉原コウイチ 

 ・職業奉仕 委員            久峨章義 

 ・危機管理委員会 委員       堀川貴史 

 ・R財団委員会 委員          川越 武 

 ・会員増強 委員             木村弘訓 

 ・新世代委員会 委員長        堀川貴史 

 ・諮問委員会 委員           寿崎肇 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（井上雅文君） 

 ロータリーの友２月号について 

まず、お手元のロータリーの友、横書きのページをお開き下

さい。1ページ目にはカルヤン・バネルジーRI会長のメッセ

ージが記載されています。ロータリーについてほとんど知識

のない地域においては、私たちの行うすべてのことは、私た

ちの良い評判が頼りであり、だからこそ、私たちは皆、自分た

ちの良い評判を、本当に知られるものにする責任があると語

っています。それゆえに、私たちの声を確実に聞いてもらう

必要があると結んでいます。私自身まだ国際ロータリーの活

動に関して、ぴんとこないことも多いですが、例会で学んだこ

とや職業奉仕での体験などで感じたことのど身近に気づい

たことをもっと自分の周りの方々に声を出して発信していき、

ロータリーでの活動を評判の良いものにしていこうと思いまし

た。 

6ページ～11ページまでは、2月は世界理解月間というこ

とで、ロータリー平和フェローの金子さんの帰国報告が掲載

されています。オーストラリアに 1年半留学し、その後ロータリ

ー平和センタープログラムが推進する AFE（専門分野の実

地体験）で西アフリカでの体験などをへて、現在渋谷にある、

国際連合大学本部の『サステイナビリティーと平和研究所』と

いうところに勤務されているそうです。興味深かったのは、昨

年亡くなったスティーブ・ジョブズが 2005年にスタンフォード

大学で講演した際の『点と点を線で結ぶ』という有名な言葉

を引用されていた所です。その内容は『未来に先回りして点

と点をつなげることはできない。君たちにできるのは過去を

振り返ってつなげることだけなんだ。だから点と点がいつか

何らかのかたちでつながると信じなければならない。自分の

根性、運命、人生、カルマ（業は来る・来ない、ではなく善行

も悪行も積み重である。因果応報みたいなもの。）何でもい

いから、とにかく信じるのです。歩む道のどこかで点と点がつ

ながると信じれば、自信を持って思うままに生きることができ

ます。たとえ人と違う道を歩んでも、信じることが全てを変え

てくれるのです。』ロータリー財団はそのような取り組みを、国

際協力の現場でも、先頭に立って実践してる組織であると結

んでいます。私も点と点が線となって繋がることを信じて、今、

出来る事を一生懸命に頑張っていこうと思いました。 

26ページ、27ページには E クラブについて記載されてい

ます。E クラブとはロータリーに参加したくても様々な事情で

参加が困難な方々が週に 1回オンライン・フォーラムに参加

し、毎週さまざまな会員から提出された議題を中心に議論さ

れるそうです。日本におきましても昨年、12月に認証伝達式

が開催されました。インターネットを使って英語でコミュニケ

ーションをとることが必須だそうで、ハードルは高いですが、

技術の革新によりツイッターやフェイスブックが急速に普及し

ている昨今において非常に拡大の可能性のある試みである

と感じました。 

縦書きのページにもご一読いただきたい記事が幾つかありま

すが、時間の都合上省略させていただきます。以上です。あ

りがとうございました。 

 

●職業奉仕委員会（石田隆造君） 

 勉強会の案内 

 「本音で語り合う企業経営の勉強会」 

 日時 ２０１２年３月２１日（水）１８：００～１９：３０ 

 会場 ホテル日航６F「藤」 

     ※会場が「梅」→「藤」に変更になりました。 
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●親睦活動委員会（三角雄介君） 

齊藤会員・田川会員を祝う会の案内 

日時 ２０１２年２月２８日（火） １８：３０～ 

場所 ホテル日航７F「ガーデンバンケット」 

  

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君 

タイから帰国された野口・今村・齊藤さん、お疲れ様でした。

ご無事でお帰り頂いてありがとうございます。本日卓話の

井上雄一朗会員、楽しみにしています。よろしくお願いしま

す。 

○今村浩昭君・齊藤直信君・野口泰則君 Ⅱ 

 国際奉仕委員長今村、副委員長齊藤、幹事野口３人にて

タイ・チェンライへ支援活動に行って参りました。３人とも無

事怪我も事故もなく帰国できホッとしました。ありがとうござ

いました。 

○齊藤直信君 Ⅹ 

 「年１度の心の洗濯」へチェンライに行き無事役目を果たし

てきました。 

 また、明日私ごときに、お祝いの会を開催していただけるこ

とに、堀川会長を始め南 RC メンバーに感謝します。 

○寿崎肇君 

 第８０回商業界ゼミナールが２月２１日より２泊３日「東京ベ

イ幕張」にて講師２７名出席者８００名で行われました。内

容は濃いものでした。試練の時と言う一般論に惑わされる

な。チャンスは今。震災需要で増収増益企業のやるべきこ

との説明。住んで良かった町づくりは「思いやり」の行動な

どなどロータリーの職業奉仕の見本例の説明とも思える講

義内容が殆どでした。私の場合経験してきた事と今の流れ

を勉強することがご恩返しの一端にもなります。感謝してス

マイルさせて頂きます。ありがとうございます。 

○現王園敏伸君  

先日、娘の中学受験が終了し、無事、第一志望校に合格

しました。３年間の娘の頑張りと、娘を支え続けた妻に感

謝して、スマイル致します。 

○丸山浩之君  

２月１９日（日）第一回熊本城マラソンでは、関係の皆様に

は、大変お世話になりありがとうございました。社会奉仕の

大きなイベントとして、無事役目を果たさせて頂き、感謝し

ております。 

○後藤 博君  

明日の田川会員と齊藤会員のお祝いに出席できません。

行かないのではなく、出席が出来ません。本当に申し訳ご

ざいません。お二人の益々のご活躍にスマイルいたしま

す。 

 

 

 

○稲留 穂君  

庭の梅の花も開き、ぎこちなかったうぐいすの鳴く声も本

物になってきました。春本番ももうすぐです。会員皆様のま

すますのご活躍をお祈りします。 

○吉本栄一君  

井上さんのお話を楽しみにしております。 

○井上雄一朗君 

当社のスーパーカーヴィッツを古財さんにお世話になりま

した。本当にありがとうございました。納車は３月２日とお聞

きしています。ピカピカに磨いてお待ちしています。 

また、本日卓話を仰せつかりましたが、最初に申しておき

ます。あまりつまらないかもしれませんのでごめんなさい。 

お礼とお詫びのスマイルです。 

○元田亮一君  

明日の田川会員・齊藤会員のお祝い会を欠席致します。

本社から講師を招いての研修会をかねてより予定しており

ました。お詫びのスマイルです。 

 

 

 

 

 

 

 

●卓話 

会員卓話  井上雄一朗君 

「エコカーについて」 

 

 

 

 

 

 

○何故近年、先進国でエコカーが普及し始めたのか？ 

○エコカーの種類 

 1.EV(電気自動車)車 

 2. HV(ハイブリッド)車 

 3. 燃費向上車 

○HVの種類 

1.現在ストロング HV(THS)とマイルド HV(IMA)の 2つがあ

る。 

2.HV と EVの合いの子「PHV(プラグインハイブリッド)」 

○DVD「電力補完計画」 エヴァンゲリヲン×TOYOTA 

○EV・PHVの弱点⇒お客様の自宅への充電インフラ整備が

必要 

○今後の車の主流(個人的見解) 

 1.当面、数年は HV主流 

 2.そして FCV(燃料電池)車へ 

本日の合計 26,000円 

今年度の累計 1,119,215円 
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【例会予定】    

 

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）     外部卓話 


