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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33回 例会記録(通算第2515回) 

 平成24（2012）年3月5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. ＲＡＣ卓話  

  「ローターアクト活動報告」 

   

 

今月･来月の行事 
●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「藤」 

●3/31（土）14：00～ 大津 RC40
周年＠大津町文化ホール 

●3/22（木）12：30～ メイクフレ
ンズの会＠ニュースカイ 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

 

会長報告（堀川貴史君） 

■理事会報告（２月２７日） 

・ 故大住会員への感謝状について…規定どおり感謝

状をおくる。 

・ 次年度地区委員の推薦について…浅山会長エレク

トよりご報告いただきました。週報に記載されており

ますのでご確認ください。 

・ 肥後大津 RC４０周年について…お祝い金３万円を

送ることを承認。 

■会長報告 

 ３月に入りました。３月は識字率向上月間となっております。

ユネスコの推計によれば、世界で１５歳以上の８億人の人々

が基本的な読み書き能力がなく、女性・女子は世界の非識

字人口の６４％以上を占めています。この割合は１９９０年以

降ほぼ変わっていません。 

 読み書き・計算能力が社会に与える恩恵は、議論の余地

がありません。識字社会では、内戦も少なく、経済発展もより

速やかであるのが一般的です。また、読み書き能力のある

人々の方が、地域社会の健康問題について認識しているた

め、一般的により健康であると言えます。そして女性にとって、

読み書きと簡単な計算を行なう能力は、教育的、社会的、経

済的機会への扉を開く可能性があります。 

 辞書の寄贈、学校建設、個人指導者としての奉仕のいず

れの形をとるにしろ、ロータリアンは識字率を高める活動を積

極的に行っています。 

 RI理事会は、世界中で識字能力の大切さを強調するととも

に、独自の識字率向上プロジェクトを開発し、ロータリアンが

世界で行う非識字根絶の取り組みについて広報する絶好の

機会をロータリークラブと地区に与えるため、３月を識字率向

上月間と定めました。 

識字プロジェクトの実際例 

※ 画期的なプロジェクトを実施する 

※ ボランティアとして教える 

※ 職場で従業員を教育する 

※ 学校を救う 

※ 海外に書籍を送る 

※「赤ちゃんのための本」を寄付する 

私たち、熊本南ロータリークラブでも、本日ご報告をいた

だきます「タイプロジェクト」が国際奉仕活動のなかで、識字

率の向上にも大変な役割を担っております。教育施設である

学校の浄水施設の建設や病院建設のための資金援助、会

員ごとに行っていただいております里親制度など、子供たち

の就学の支援を中心に、識字率向上のための充実した奉仕

活動といえると思います。世界の情勢を見据えながら継続し

ていきたいところでございます。 

また、先週は親睦委員会、姉妹クラブ委員会の IM を開催

していただきました。親睦委員会のほうでは、また新しい取

組を検討いただいております。姉妹クラブ委員会のほうでも、

台北大同ロータリークラブとの友好関係の継続を最大のテ

ーマとして今後の事業を進めていこうということを確認いたし

ました。両委員会の皆様ありがとうございました。 

さて、今週末は RI第２７２０地区の地区大会が予定されて

おります。3月 9日（金）会長・幹事・ガバナー補佐会議、RI

会長代理歓迎晩餐会並びに希望懇親会。同日私ども熊本

南ロータリークラブは崇城大学市民ホールにて、１３：００～１

５：００まで、登録委員会の準備で配布資料の袋詰作業を行
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います。また、３月１０日(土)は９：３０点鐘で、本会議が開始

されます。私ども熊本南ロータリークラブは、８：００に集合し、

８：３０登録開始の準備から受付業務を行います。また、今大

会で熊本南ロータリークラブは最多登録者数表彰をいただく

ことになっております。地区大会のプログラムは全てが大変

重要なものではございますが、表彰をしていただきます手前、

特に、９：３０点鐘後のガバナーによります、参加クラブ紹介と、

１４：５５から行われます各種表彰の時間には、できるだけ多

くの会員の皆様にご出席いただきまして、「熊本南はすごい」

というものを地区内に発信したいと思っています。お忙しいと

は存じますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

地区大会は私たち自身のものです。私たちの手で、私たち

のために、できる限り楽しい機会になることを祈念いたしま

す。 

年度末何かとお忙しい日々が続くと思われますが、元気

に乗り切ってまいりましょう。以上会長報告終ります。 

  

 

幹事報告（野口泰則君） 

1. ０５福祉RCより 

新春合同例会決算書の送付 

２．菊南RCより 

第４回市域RC会長・幹事会のご案内 

[日 時] ４月１１日（水）１４：３０～ 

[会 場] 菊南温泉ユウベルホテル 

３．事務局より 

  年会費・新年会費振り込みのお願い 

  締切を過ぎていますが未納の方がいらっしゃ

います。 お早目に納入をお願い致します。 

４．事務局より 

  地区大会出欠の最終確認 

  ３/９（金）１３：００～準備 １７：００～希望交流会 

  ３/１０（土）８：３０～地区大会 

 

 

例会変更のお知らせ 

○りんどうＲＣ～オーストラリア RC歓迎会に変更 

[変更前] ３月８日（木）１２：３０～ 
[変更後] ３月８日（木）１８：３０～ 

[会 場] 阿蘇熊本空港ホテルエミナース 

○八代南ＲＣ～創立記念例会の為時間変更 

[変更前] ３月１３日（火）１２：３０～ 

[変更後] ３月１３日（火）１８：３０～ 

[会 場] 八代グランドホテル 

○熊本北ＲＣ～親睦会の為時間・場所変更 

[変更前] ３月１５日（木）１２：３０～ 

[変更後] ３月１５日（木）１８：３０～ 

[会 場] ヨーロピアンレストランアンジェロ 

 

 

○りんどうＲＣ～地区大会へ変更 

[変更前] ３月１５日（木）１２：３０～ 
[変更後] ３月１０日（土）８：３０～ 

[会 場] 崇城大学市民ホール 

○八代南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ３月２０日（火）１２：３０～ 
 [会 場] 八代グランドホテル 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ３月２２日（木）１２：３０～ 

[会 場]  阿蘇熊本空港ホテルエミナース 

○八代東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ３月２９日（木）１２：３０～ 
[会 場] 八代ホワイトパレス 

○りんどうＲＣ～５周年記念植樹の為時間・場所変更 

[変更前] ３月２９日（木）１２：３０～ 
[変更後] ３月２９日（木）１３：００～ 

[会 場] 飯田山公園 

 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会 （古財良一君） 

会員誕生祝・結婚祝 

[ 誕生祝 ]    [ 結婚祝 ] 

川越 武 君 ３．０３  永井富士雄 君 ３．０２ 

今村浩昭  君 ３．０４  丸山浩之 君 ３．０２ 

漆島典和 君 ３．０９  髙宮 宏 君 ３．０６ 

後藤 博 君 ３．１４  河口義弘 君 ３．１２ 

寿崎肇 君 ３．１６  稲留穂 君 ３．１５ 

古財良一 君 ３．２６  濱田定勝 君 ３．１９ 

園田修司 君 ３．２７  浅山弘康 君 ３．２１ 

    久峨章義 君 ３．２６ 

 

 

 

 

 

 

 

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 ４３名 76.79％ ８５．７１％ 

出席規定適用免除者 ８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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●親睦活動委員会（古財良一君） 

○花見の会の案内 

日時 ２０１２年４月２日（月） １８：３０～ 

場所 魚嘉別荘 

○ゴルフコンペ（4/１５）の案内 

 

●姉妹クラブ委員会（倉崎保広君） 

○IMの報告 

日 時  ２０１２年３月１日（月） １８：３０～ 

   場 所  那由多 

   参加者  浅山君・渕田君・堀川君・今村君・倉崎君・中

川君・野口君・鈴木君・塚本君・東矢君・漆島

君・吉原君 

議 題  次年度の姉妹クラブ委員会の活動について 

 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君 

本日卓話の今村委員長よろしくお願いします。また、週末

の地区大会には皆様のご協力よろしくお願いします。 

 

○寿崎肇君 

肥後大津RCに多くの方が登録と伺いました。親クラブとし

て当時の特別代表はさぞ喜んでおられることでしょう。熊

本南 RCに感謝してスマイル致します。 

 

○齊藤直信君 ３Ⅹ 

先週は大臣表彰パーティーを開催していただき大変あり

がとうございました。ロータリーの友情に心より感謝し、スマ

イルさせて頂きます。今後とも、よろしくお願い致します。 

 

○田川憲生君 Ⅴ 

先日は商工会議所会頭就任のお祝いをしていただき本

当にありがとうございました。お祝いを込めてスマイルしま

す。これからもよろしくお願いします。 

 

 

○馬場 啓君 ５Ⅹ 

先日は父の葬儀に堀川会長をはじめたくさんの皆様のご

弔問をいただきました。慎んでお礼申し上げます。 

 

○東矢憲一郎君 Ⅴ 

いつも例会欠席ばかりで大変ご迷惑かけています。お詫

びのスマイルさせていただきます。野口幹事より罰金と言 

われましたのでよろしくお願いします。 

 

○馬場大介君 Ⅱ 

１月、２月と繁忙期につきなかなか出席できませんでした。

お詫びのスマイルです。 

 

○石田隆造君  

３月２日（金）に４月１日付の人事異動の内示があり、熊本

支店に残ることが決定しました。異例の４年目突入となりま

す。おそらくもう１年お付き合いをよろしくお願いします。 

 

○永井富士雄君 Ⅳ  

２月２５日義父が亡くなりました。 

１．電電公社を退職していましたので、OB会への連絡が

取れず困っていたところ渡邉会員より連絡先を確認いた

だきました。 

２．齊藤会員、田川会員を祝う会に出席できませんでした。

感謝とお詫びのスマイルです。先月は、飛行機の欠航に

２回も遭遇しました。１回目は大阪行最終便で、２回目は

中国上海からの福岡便です。上海では一言のアナウンス

もなく発着ボードから福岡の文字が消えた瞬間に欠航の

決定です。それから４時間変更手続きに並び、福岡便は

数日満席とのこと、翌日羽田経由で帰国しました。日本の

良さを実感し、旅行社の対応に感謝しスマイルします。 

 

○木村弘訓君 

今日は所用のため早退いたしますのでお詫びのスマイル

です。 

 

○工藤青史君  

本日は福岡で会議があり、超早（チョウハヤ）で早退致しま

す。申し訳ありません。２２日の西南ロータリークラブ例会

を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の合計 153,000円 

今年度の累計 1,272,215円 



 4 

●卓話 

 

 

会員卓話  今村浩昭君 

「タイプロジェクト報告」 

 

 

 

 

２０１２年２月２１日より２６日まで４泊６日間齊藤直信国際

奉仕委員長、野口泰則幹事、私今村の３人で参加。タイ チ

ェンライに滞在し、支援及び交流活動を実施しました。 

当初昨年２０１１年２月にタイ訪問の際、タイ・チェンカムロ

ータリーより、タイ式伝統的病院建設のための支援要請があ

り、当時齊藤副委員長がお話をお受けし、帰国後検討を重

ねました。 

 その後、３月の東北大震災の折には、チェンカムロータリー

より、見舞金が送られてきました。（地区国際奉仕あて） 

 新年度の予算に計上し、今回の訪問を決めました。 

 しかし、残念ながら先方の事情により病院建設は中止とな

ったことが、直前に分かりました。また、昨年末にはタイの奉

仕活動のパイオニアであられた谷口巳三郎先生が逝去され、

ショックを受けました。 

 現地にて、現地の様子を踏まえ、３人で協議の上支援内容

を決定しようと、訪問しました。結果、以前より有志にて個別

に里親の支援がなされ、ご縁のあるメコン寮への支援を決定

し、実施してまいりました。主に、生活物資（食料）を現地に

て調達し、手渡ししてまいりました。 

 メコン寮や若竹寮の訪問、そこで暮らす山岳民族（約２００

人）との焼肉パーティーの実施。また、谷口農場への弔問。

さらに、２０２７地区の水浄化施設の起工式にも立ち会ってま

いりました。 

 以上が今回のタイ・チェンライ奉仕プロジェクトの概要です。

どうも、ありがとうございました。 

国際奉仕委員長 今村浩昭 

 

 

 

 

【例会予定】    

 

３月１９日（月）     定款に基づき休会 

 

３月２６日（月）     外部卓話 

              熊本県警 真嶋 浩氏 

              「未定」 

 

４月２日（月）  未定 

 

 

●その他（坂本研一君） 

  地区大会について 

  ３/９（金）１３：００ 袋詰め作業  

  ３/１０（土）８：００ 受付手伝い  

ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

国際ロータリーホームページより http://www.rotary.org/ 

 

グローバル補助金で母子の HIV 予防と治療を支援 

記事：Dan Nixon  

国際ロータリー・ニュース：2012 年 3月 5 日  

 

職業研修チームメンバーのリ

ッチ・ケイシーさん（一番左）。

モンロビアにあるセント・ジョセ

フ病院の医師たちと挨拶する、

職業研修チームメンバーのリ

ッチ・ケイシーさん（左）写真提

供：Rotary Club of Los Altos 

 

米国カリフォルニア州（第 5170地区）のロータリアン 2名と医

療専門家 6名から成る職業研修チームが、ロータリー財団グ

ローバル補助金を活用してリベリアの首都モンロビアを 1週

間訪問し、HIV母子感染の予防に関するワークショップの指

導を行いました。このワークショップでは、HIVの診断と治療

に関する情報や参考文献が提供され、参加した 50人の医

師や看護師たちは、ワークショップで学んだ知識を技術を生

かして、HIVに感染している妊婦の教育、母親と新生児の治

療や薬の投与、HIV感染予防に関する啓蒙活動などを行っ

ています。  

地元、シンコール・ロータリー・クラブの会員たちが、このワー

クショップの主催に加え、HIVに感染した恵まれない女性や

子供たちのための栄養補強剤の配給や、これら母子たちの

病院への送迎を行っています。  

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/ja/members/runningadistrict/futurevisionpilotprogram/pages/fv_global_grants.aspx
http://www.rotary.org/ja/members/runningadistrict/futurevisionpilotprogram/pages/fv_global_grants.aspx

