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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36回 例会記録(通算第2521回) 

 平成24（2012）年4月23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 幸山政史氏 

   

 

今月･来月の行事 
●5/7クラブ協議会＠日航 
●6/1日台ロータリー親善会議＠
ホテルグランヴィア京都 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

卓話者         カンベンガ・マリールイズ 様 

 

 

会長報告（堀川貴史君） 

■理事会報告 

家族清掃活動参加者多数のため、社会奉仕委員会の予

算オーバー分を予備費より支出することを承認いただきま

した。 

■会長報告 

 先週は、4月 16日(月)１８：３０から理事懇談会を行いました。

理事会報告のほかに、今年度の活動状況報告、今後の会

員増強についてなど、色々とご意見をいただきました。心強

い限りで、心から感謝申し上げます。また、昨日２２日(日)は

熊本南ロータリークラブ家族清掃活動（ローターアクト的には

熊本南ファミリークリーン大作戦）が行われました。先週４０％

だった降水確率が前日には９０％まではねあがり、開催が非

常に心配されましたが、予定通りのスケジュールで開催され

ました。６０名を越す参加者にお集まりいただき、賑やかに社

会奉仕と親睦活動、広報活動をやらせていただきました。社

会奉仕、新世代、ローターアクト、インターアクト、広報委員

会の皆様、大変お世話になりました。スタッフジャンパーも皆

さんとてもよくお似合いでした。私の心に残る奉仕活動となり

ました。ありがとうございました。浅山エレクトの計らいで、昨

日の RKKのニュースで何回も取り上げていただき、色々な

方から「テレビ見たよ。」という電話やメールをいただきました。

広報面でもしっかりとロータリークラブをＰＲできたのではない

かと、心より感謝申し上げます。 

 今週は、本日、親睦活動、スマイル委員会の合同 IMが開

催されます。残り少なくなってまいりました今年度の事業につ

いての打合せを行っていただきます。よろしくお願い致しま

す。来週は残念ながら休会ですが、ゴールデンウィーク明け

の 5月 7日(月)は、ご婦人の会をご招待いたしまして、熊本

市の幸山市長の卓話となっております。どうぞお楽しみに。

卓話の時間を４５分確保したいと思っておりますので、皆様

方のご協力をよろしくお願いいたします。同日夜は、今年度

第 4回のクラブ協議会となっております。現新の委員会の引

継ぎが大きなテーマだろうと思います。今年度の各委員会の

委員長の皆様には、今年度の反省と次期委員長へのよきア

ドバイスをお願い致します。また、次年度の各委員会の委員

長の皆様には、今年度の引継ぎ事項と、先日の地区協議会

で知り得た情報をもとに、活動計画作成をお願い致します。 

以上会長報告終ります。 

 

 

幹事報告（野口泰則君） 

1. 熊本県暴力追放運動推進センターより  

  暴追速報の送付 

２．菊池ＲＣより 

  ４０周年記念式典出席お礼状の送付 

３．熊本市国際交流振興事業団より 

  国際交流情報誌「ニュースレターくまもと」の送付 

４．ガバナーエレクト事務所より 

地区協議会での落し物の連絡 

５．ガバナーエレクト事務所より 

  会長エレクト研修セミナー、地区協議会参加のお礼 
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６．プロジェクト虹代表坂井様より 

  卓話招待のお礼状の送付 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺ＲＣ～映画鑑賞の為時間・場所変更 

[変更前] ４月２５日（木）１８：３０～ 
[変更後] ４月２５日（木）１８：００～ 

[会 場] ダイエーシネプレックス熊本 

○０５福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

 [日 時] ５月１日（火）１２：３０～ 

[会 場] 火の国ハイツ 

 

 
 
次年度理事会報告 
●台湾送り出しの件→進める 
●ヒロ・デザイン専門学校協賛の件→例年通り 
 

委員会報告 

●職業奉仕委員会 （井上雅文君） 

“本音で語り合う企業経営の勉強会”の第２回開催 

渕田会員の講義 

５月２９日（火） 詳細は未定 

 

●社会奉仕委員会（丸山浩之君） 

 4/22(日)家族清掃での昼食代について 

 

●次年度幹事（漆島典和君） 

  次年度理事会開催のお知らせ 

  地区協議会での報告 

 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君 

本日卓話者カンベンガ・マリールイズ様のご来訪歓迎して

スマイル致します。お話楽しみにしております。 

 

○古財良一君 

  マリールイズさんの卓話楽しみにしてます。 

 

 

 

○堀川貴史君 

 昨日社会奉仕活動で熊本南ロータリークラブ家族清掃を

行いました。社会奉仕、新世代、ローターアクト、インターア

クト、広報委員会の皆様大変お世話になりました。参加い

ただいた皆様に心より感謝してスマイル致します。 

 

○吉原コウイチ君  

昨日の家族清掃参加の皆様大変お疲れ様でした。ロータ

ーアクトが進行させていただき、食事の前は両手を合わせ

「いただきます！」でお昼になりました。アクトに素晴らしい

機会を与えて頂いた堀川会長、お世話頂いた丸山社会

奉仕委員長ありがとうございました。 

 

○渡邉秀章君  

  昨日の家族清掃活動お疲れ様でした。弊社からも私を 

  含め２２名参加させていただきましたが、白川公園での昼

食とビールに釣られて、普段あまり行事に参加しないメン

バーも楽しく参加できました。ローターアクトのメンバーに

とっても大変良い経験になったと思います。特に全体を

取りまとめ、テキパキ行動していた成宮さんには、皆、大

変感心していました。ローターアクトメンバーにお疲れ様

のスマイルです。 

 

○現王園敏伸君 

昨日の家族清掃はギリギリで天気にも恵まれ、社員ととも

に気持ちの良い時間を過ごすことができました。今日は早

めに失礼させて頂きます。 

 

○馬場大介君  

昨日の家族清掃に家族ともども参加させてもらい楽しかっ

たです。ＲＫＫ様には昼、夜とニュースにも取り上げてもら

い、ご協力誠に有難うございました。 

 

○永井富士雄君 

昨日の清掃活動大変ご苦労さまでした。参加することがで

きませんでした。お詫びのスマイルです。 

 

○元田亮一君 

昨日は陸上自衛隊北熊本駐屯地の記念行事に参加して

いたため家族清掃に参加することができませんでした。お

詫びのスマイルを致します。 

 

○丸山浩之君 

昨日の家族清掃では多くの会員、ご家族、社員の方々に

参加頂き、大変嬉しく有難うございました。また、雨天時に

は食事の場所を提供すると申し出て頂いたＮＴＴ渡邉会

員にも心から感謝いたします。 

 

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 ４２名 73.68％ 94.55％ 

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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○寿崎肇君 

昨日は代継宮から自宅まで古財プログラム委員長に乗せ

て頂いて帰ることが出来ました。いつもお世話になり感謝

申し上げます、明日から韓国釜山３６６０地区、慶州３６３０

地区の大会に参加してまいります。来週はご報告できると

思います。感謝してスマイルさせて頂きます。 

 

○坂本研一君 Ⅱ 

  漆島君の代継宮で５月４日１３：００より曲水の宴という雅な

お祭りがあります。寿崎パストガバナーが詠み人としてお

出になられます。古財君と、私も、実行委員として裏方とし

てお手伝いします。ゴールデンウィーク中ですがお時間あ

られる方はぜひ遊びにいらしてください。観覧無料です。

ゴルフ大会ではパートナーに恵まれ優勝することが出来ま

した。ありがとうございました。それと、先週の例会は欠席

致しました。例会さぼってゴルフに行ってしまいましたので、

バチが当たり１００打ってしまいました。お詫びのスマイル

です。 

 

○工藤青史君 

 牛深ハイヤに行ってきました。途中本渡の祇園橋、明徳寺

山門、大江天主堂、崎戸天主堂に寄ってきました。熊本再

発見！熊本にはまだまだいいところがありそうです。今夜は

在福岡熊本県人会総会で福岡に行ってきます。熊本をＰＲ

してきます。 

 

○井上雄一朗君 

  先日、倉崎さんより、倉崎さんの取引業者の方をご紹介い

ただき、新車のご契約を頂きました。本当にありがとうござ

いました。倉崎さんへの感謝と、ロータリアンの絆の強さに

感動し、スマイルさせて頂きます。また昨日、子どもたちを

連れてソフトバンクホークスＶＳ楽天を観戦に行きました。

残念ながら我がホークスは０対１で負けてしまいましたが、

地元の星、松中選手がなんとあんなに足遅いのに、盗塁

に成功しました。しかしその後の２塁からホームへのクロス

プレーでは、アウトになりました。あと１秒足が速かったら展

開変わっていたのに・・・。地元のファンを喜ばせようと頑

張った松中選手にも、感動しスマイルさせて頂きます。 

 

○井上雄一朗君  Ⅱ 

  

 

 

 

 

 

 

 

●卓話 

 

外部卓話   
カンベンガ・マリールイズ様 
「ルワンダの教育を考える」 

 

 

 

 

 

 

 

●ルワンダとはどんなところか 

●自らの難民体験 

 

●ルワンダの悲劇から学んだ教育の大切さ 

 私はルワンダの内戦というつらく悲しい体験の中から命の

尊さ、平和の大切さを身を以て学びました。 

 ウムチョムゥイーザ学園は、戦争で心身ともに傷ついたルワ

ンダの子どもたちに、教室で学びながら、夢を取り戻してほし

いという願いのもとに、幼稚園・小学校をルワンダのキガリに

建設しました。 

 現地ルワンダでは、義兄チャールズが中心となり「ＡＤＥＳ

ＯＣ」というＮＧＯを発足させ、当学園の建設と運営を担当し

ております。 

 本会の応援をしていただきながら、平和な日本にいる皆さ

んが出来る社会貢献とは何かを考えるきっかけにしていただ

ければ有難いです。 

 貧しい子供たちの夢の実現までには、継続した支援が必

要です。子供たちの成長を見守って下さい。 

 皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

●活動支援のお願い 

 以下の三つの寄付の目的を選んでください。 

 ○ウムチョムィーザ学園への教育支援 

（本会の運営費も含みます） 

 ○学園卒業後の子どもたちへの奨学基金 

  学園を卒業して中学校や高校に進学した子どもたちが自

分たちで 2009年に奨学基金を設立しました。お互いに助

け合って学びあっており、本会としても夢に向かって学び

続ける子どもたちを支援していきたいと思います。 

 ○学園へソーラー基金 

 

会員募集中！ 

 正会員年会費一口 ５，０００円 

 （会の企画する活動に参加して下さる方） 

 賛助会員年会費一口 １０，０００円 

 （資金面で援助して下さる方） 

◎入会特典：一年間通信を配布 

 

郵便振込口座 ０２２９０－０－９７１２６ 

          ＮＰＯ法人ルワンダの教育を考える会 

 

 

 

本日の合計 17,000円 

今年度の累計 1,485,115円 
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【例会予定】    

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 


