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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35回 例会記録(通算第2520回) 

 平成24（2012）年4月16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. 外部卓話 マリー・ルイ氏 

   

 

今月･来月の行事 
●4/23（月）親睦・スマイル合同

IM＠ひろのすけ 
●5/7クラブ協議会＠日航 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

卓話者 地球さんありがとう プロジェクト虹 代表 

    坂井 麗子様 

地球さんありがとう プロジェクト虹 

    坂井 ゆい様 

 

会長報告（堀川貴史君） 

 先週は、４月１１日(水)に、熊本菊南ロータリークラブをホス

トクラブとして、本田ガバナー、吉田熊本第 3分区ガバナー

補佐、山形熊本第 4分区ガバナー補佐にも参加いただき、

今年度第 4回熊本市域会長幹事会が開催されました。 

【協議事項】 

① 熊本第３、第４分区合同 IM の開催について（ガバナー

補佐より） 

内容未定、６月２日(土)１５：００受付、１５：３０点鐘、１８：

００～２０：００懇親会 

対象者（未確定）：現新会長幹事、入会 3年未満の会員 

② ２０１２～１３年度熊本市域ロータリークラブ会員名簿作

成について 

６月原稿締切、８月末日各クラブに納品予定 

 

また、４月１４日(土)には大分にて、２０１２～１３年度の国際ロ

ータリー第２７２０地区 地区協議会が大分中央ロータリーク

ラブをホストとして行われました。１０：００点鐘後、全体会議、

部門別協議会と大変充実した内容でございました。岡村ガ

バナーエレクトにより、次年度の RIテーマと地区運営方針を

御報告いただいた他、部門別協議会では、各委員会に分か

れて、次年度の各クラブの活動強化に向けた話し合いが行

われました。参加いただきました会員の皆様、大変お疲れ様

でした。 

 翌１５日(日)は晴天の中、熊本南ロータリークラブ今年度第

３回のゴルフコンペが行われました。親睦委員会の皆様お世

話になりました。参加いただきました皆様ありがとうございまし

た。 

さて、今週は、本日１８：３０から今年度理事懇談会を開催

いたします。今年度残り２ヵ月半を次年度へどう引き継ぐか、

について理事の皆様方と協議してまいります。週末の２２日

(日)には熊本南ロータリークラブ家族清掃活動となっており

ます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。また、どう

かお天気に恵まれますように心から願っております。社会奉

仕委員会の丸山委員長はじめ、関係委員会の皆様、どうぞ

よろしくお願い致します。 

以上会長報告終ります。 

 

幹事報告（野口泰則君） 

1. 日本赤十字社より  

  赤十字活動資金へのご協力のお願い 

２．日本赤十字社より 

  日本赤十字社活動報告冊子の送付 

３．オハイエくまもとより 

  第３回とっておきの音楽祭への協力・協賛感謝状の送付 

４．ユニセフより 

ユニセフ・カードとギフト、ユニセフ支援ギフトカタログの

送付 
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例会変更のお知らせ 

○熊本グリーンＲＣ～合同例会の為日時変更 

[変更前] ４月１６日（月）１８：３０～ 
[変更後] ４月１９日（木）１８：３０～ 

[会 場] ホテルキャッスル 

○西稜ＲＣ～西稜野鳥の森下草刈りのため日時・場所変更 

[変更前] ４月２３日（月）１８：３０～ 
[変更後] ４月２２日（日）１８：３０～ 

[会 場] 不明  

○熊本東ＲＣ～藤城清治の世界展見学例会の為場所変更 

[日 時] ４月２４日（火）１２：３０～ 

[会 場] 熊本県立美術館本館 

○熊本中央ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ４月２７日（金）１２：３０～ 

○八代南ＲＣ～懐良親王陵清掃例会のため時間・場所変更 

[変更前] ５月１日（火）１２：３０～ 
[変更後] ５月１日（火）１１：３０～ 

[会 場] 懐良親王陵 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ５月７日（月）１８：３０～ 

○西稜ＲＣ～新入会員歓迎会兼親睦会のため場所変更 

[日 時] ５月１４日（月）１８：３０～ 

[会 場] 日本料理「おく村」 

○八代東ＲＣ～クラブ全体協議会のため時間変更 

[変更前] ５月１７日（木）１２：３０～ 
[変更後] ５月１７日（火）１８：３０～ 

[会 場] 八代ホワイトパレス 

○八代東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ５月２４日（木）１２：３０～ 

○八代東ＲＣ～ホタル観賞例会のため時間・場所変更 

[変更前] ５月３１日（木）１２：３０～ 
[変更後] ５月３１日（木）１８：３０～ 

[会 場] 坂本町 

 
 

委員会報告 

●寿崎奨学会委員会 （河口義弘君） 

次年度奨学生人数決定の為理事会開催 

 

●社会奉仕委員会（丸山浩之君） 

 4/22(日)家族清掃について 

 10：00ホテル日航集合 

 大甲橋～代継橋清掃 

 白川公園にて昼食 

●親睦活動委員会（三角雄介君） 

■□■ 堀川会長年度 ゴルフ愛好会コンペ ■□■ 

201２年 4 月１５日（日） 

肥後サンバレーカントリークラブ 

 

順

位 
  アウト イン グロス ﾊﾝﾃﾞｨ ﾈｯﾄ 

1 ☆坂本研一☆ 45 42 87 16.8 70.2 

2 後藤 博 40 44 84 10.8 73.2 

3 石田隆造 54 55 109 34.8 73.2 

4   43 49 92 16.8 75.2 

5   52 55 107 30.0 77.0 

6  53 47 100 21.6 78.4 

7   55 57 112 32.4 79.6 

8   59 65 124 33.6 90.4 

9   67 60 127 36.0 91.0 

10   67 61 128 36.0 92.0 

＊4 位以下のお名前はご名誉のため省略致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次年度クラブ広報委員会（吉原コウイチ君） 

 2012-13年度 2720地区協議会 

期日／4月14日（土）10：00～16：30 

会場／別府大学大分キャンパス 

会場外                会場内 

 

 

集合 

岡村ガバナー

エレクトと 

 

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 ４１名 75.93％ 91.23％ 

出席規定適用免除者 ８名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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●クラブ広報委員会（馬場大介君） 

菊池ロータリークラブ４０周年記念講演報告（平成２４年４月８

日） 

テーマ「良い人」 

R1第2720地区パストガバナー 木下光一様 

１．ロータリーは良い人をつくる。 

例会で良い人ができます。例会に力を入れてください。 

２．ロータリーを深めよう。 

良き仕事、良き家族、良き人生のため。 

職業奉仕という幹を通じて、例会でも勉強。 

３．奉仕の理想 

相手のことを思い、相手の為になる行為。相手を慮った行

為。 

４．ロータリーの幹 

超過の奉仕。最も良く奉仕するもの、最も多く報いられる。 

ロータリーの綱領、四つのテスト、親睦。幹は職業奉仕。 

５．職業奉仕を深める。 

元々は相互扶助を勧める社交団体。 

職業奉仕と言う哲学の発展。 

６．ロータリアンの職業背景 

中小企業、ファミリービジネス、専門職業、大企業の経営

幹部、宗教家など 

７．中小企業の経営者の場合 

「日本でいちばん大切にしたい会社」から、人員整理をし

ない。黒字経営。社員を大事にする会社。 

経営者（ロータリアン）の役割は、社員のモティベーション

アップで、業を上げるのは、社員の役割。 

８．職業奉仕は、個人奉仕 

どこまでも日々の実践の積み重ね。人を幸せにする。若

者を育てる。決断して責任を引き受ける。 

人の育つ風土をつくる。その先に高収益を維持する会社

へ。 

９．ロータリーでは、ロータリアン一人一人が一番大切。 

１０．RI（国際ロータリー）会長の役割は、逆三角形。 

①ロータリアン 1,213,780人＞②RC 34,209クラブ＞ 

③ガバナー 530人＞④RI理事 19名＞RI会長 １人 

１１．２０５０年 世界人口９０億人 

ポリオ撲滅の約束を果たす。２億ドルチャレンジ１月１７

日達成。 

 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君 

本日卓話者の坂井麗子様のご来訪を心より歓迎致します。

卓話楽しみにしています。 

昨日は晴天の中楽しくゴルフが出来ました。親睦委員会の

皆様お世話になりました。 

 

○濱田定勝君 

坂井麗子様のご来訪を心より喜んでスマイル致します。 

○木村弘訓君 

 本日の卓話者であられる坂井様の弟様は濟々黌春の選抜

優勝の時のキャッチャーであり、監督は自分の弟でした。卓

話楽しみにしています。 

 

○渕田俊郎君  

坂井麗子様のご来会ありがとうございました。卓話楽しみ

にしています。 

 

○田川憲生君  

本日の卓話者プロジェクト虹代表坂井様のお話を楽しみ

にしています。よろしくお願いします。 

 

○古財良一君 

本日の坂井様の卓話楽しみにしてます。 

 

○濱田定勝君  

１４日(土)・１５日(日)町おこしの目的で恒例の蔵祭りを、ま

た１５日にはスカイフェスタを実施致しました。多くの方に

ご来場いただき感謝いたします。 

 

○稲留穂君・吉原コウイチ君 

大分の地区協議会には、漆島次期幹事の車に乗せてもら

い大変お世話になりました。夜は寿崎 PG と合流して大分

の海の幸・山の幸・おいしいお酒と会話で盛り上がりまし

た。たまには泊りがけも良いですね。もちろん地区協議会

もしっかり勉強してきました。 

 

○堀川貴史君・後藤 博君・髙宮 宏君・石田隆造君・坂本

研一君・丸山浩之君・現王園敏伸君・馬場大介君・星野

誠之君・三角雄介君   ￥6,900 

昨日、肥後サンバレーカントリークラブでゴルフコンペを行

いました。天気も良く、非常に気持ちよかったです。因み

に優勝した坂本ツアープロは今日、明日もゴルフの為本

日欠席されております。 

 

○髙宮 宏君 

昨日のゴルフコンペは晴天に恵まれ本当に良いゴルフ日

和でした。お世話された三角さんお疲れ様でした。最年

長の私がドラコンを取りました。若い人に負けずに頑張っ

ています。 

 

○渡邉秀章君 

県・市と合同で推進している「スマートひかりタウン熊本」の

取り組みや観光情報などを発信するショールーム「スマー

トひかりスクエアくまもと」が交通センター隣の NTT桜町ﾋﾞ
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ﾙ１F にオープンしました。先週はテレビ取材を受けました。

最新の AR技術（Augmented Reality：拡張現実）を使った

展示を是非一度ご覧ください。新しく設けたコミュニティス

ペースでは、ミニコンサートや展示会にご利用いただけま

す。もちろん無料です。趣味や地域活動の発表などに是

非ご活用ください。 

 

○浅山弘康君 

  所用のため退席させて頂きます。 

 

○浅山弘康君 

  所用のため退席させて頂きます。 

 

○寿崎肇君 

  ４月１４日(土)大分で行われました２７２０地区地区協議会

に参加致しました。行き帰りは博学の会員の各々の会員の

方に私の知らないことをたくさん教えて頂きました。次週は出

席の次期委員長から報告があると思いますので楽しみにし

ています。特に堀川会長の新世代奉仕の部会に出席致しま

した。説明を伺いながら堀川ガバナーの時代が早く来ると良

いなと思いました。大変勉強させていただきましたのでスマイ

ルさせて頂きます。 

 

○原 裕一君 

  先週土曜日の地区協議会の際往復堀川会長に乗せて頂

きました。同中ずっと色々なお話をさせていただきあっとい

ういまに時間がたったような気がします。ありがとうございま

すのスマイルです！！ 

 

 

 

 

●卓話 

 

外部卓話   
プロジェクト虹 代表 

坂井 麗子様 
「ありがとうの言葉は命を輝かせる」 

 

 

 

 

 

世界中で生じている天変地異、環境汚染、自然破壊…こ

れからの地球はどうなってゆくのでしょうか…。＜私たちの発

する言葉、想念、行為が地球の安定と深い繋がりがある＞と

いうことに人類が気付くときがやってきました！ 

病める地球をよみがえらせるために、私たちが今すぐでき

ること…私たち人類一人一人が、地球の恵みに心から感謝

を捧げ、美しい言葉(光の言葉)を使うことが、多くの人々の心

の中に、そして地球中に素晴らしいエネルギーとなって響き

渡ります！そのエネルギーが地球を癒します！皆様ご一緒

に、私たちを生かしてくれる大自然の恵みに心から感謝する

と共に、何気なく使う言葉、発する言葉の中に意識して美し

い言葉を使って参りましょう！「ありがとう」の言葉と心は、す

べての生命を輝かせます！ 

プロジェクト虹では、 

 ＊地球の大自然、生きとし生けるものすべてに感謝する

ことの大切さ 

 ＊すべての生命が一つに調和した輝かしい未来の創造 

 ＊世界の平和とすべての人々の幸せ 

この願いを込めた「折り紙プレゼント」を通して、皆様とご一

緒に世界中に「地球さんありがとう」の心と「美しい言葉」を響

かせ、伝えて参りたいと活動を開始しました。 

 現在、熊本市の小・中学校や幼稚園、保育園、また全国各

地へ…折り紙２万セットを贈呈させていただきました。 

 各学校の生徒さんから「すべてに感謝することの大切さを

改めて感じました！地球さんありがとうの言葉を響かせてい

きます！」など…私たちが伝えたかった意義が、未来に輝く

子ども達そして子どもを支えるすべての皆様へ…確実に響

いております！これから、今年度中に６万人の子どもたちへ

折り紙セットを贈呈しながら…私たちの心をお伝えしていき

たいと思っております。 

 小さな小さな手作りの活動ですが、虹の架け橋となって「あ

りがとう」の輪が大きく大きく広がっていくことを心から願って

おります！ 

 何卒よろしくご支援、ご協賛賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

【例会予定】    

４月２３日（月） 未定 

 

４月３０日（月） 祝日に付き休会 

 

５月７日（月） 外部卓話 熊本市長 幸山政史様 

 

５月１４日（月） 会員卓話 寿崎肇君 

 

５月２１（月） 会員卓話 杉田辰彦君 

 

５月２８日（月） 約款に基づき休会 

本日の合計 21,９00 円 

今年度の累計 1,4６8,115 円 


