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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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斉唱

国歌 君が代
ロータリーソング

今日の例会
1.
2.
3.
4.

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
卓話 永井富士雄君

今月･来月の行事
●6/1日台ロータリー親善会議＠
ホテルグランヴィア京都
●6/4年祝 神事＠代継宮
親睦会＠新茶屋
●6/11新年度委員打ち合わせ会
＠那由多
●6/12メイクフレンズの会
＠熊本西 RC（ニュースカイ）

する姿は、親のみならず、大人にとっては感動の連続です。
「奉仕の理想」

思わず、大きな声を出して応援してしまいました。保護者の
方々の中には、他ロータリークラブの方もいらっしゃいました。
「堀川さんの息子は足の速かですねー。」という言葉をたくさ

会長報告（堀川貴史君）

んかけていただきました。息子たちのおかげで、鼻高々の 1

■理事会報告

日となりました。元気に頑張ってくれた息子たちをはじめ、先

① 台湾青少年送り出しの件

生方や地域の皆様方、そして家族に心から感謝いたします。

・人数、時期を明記して正式文書を大同ロータリーク

渡邉会員の卓話に負けず劣らずの親バカ丸出しの会長報

ラブに送付することで決定

告となりましたことをお許しください。

② 韓国姉妹地区に関するアンケートの件

以上会長報告終ります。

・現状韓国との姉妹クラブ、友好クラブは検討しないこ
とで決定
③ ローターアクト研修会の登録について
・ 全員登録が決定

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

■会長報告
今週は本日 21 日（月）18 時 30 分から親睦、スマイル委員
会の合同 IM。24 日（木）19 時より、ロータリー情報委員会に

２．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、地区協議会の写真集CDの送
付

よります、新入会員の懇談会が予定されております。関係の
皆様方、どうぞよろしくお願い致します。また、26 日（土）15
時からは親睦、スマイル合同のボーリング大会が開催されま
す。私が知る限り、はじめての試みです。どうなるかわかりま
せんが、楽しくまいりましょう。
さて、昨日もそうですが、今週から来週にかけて、熊本市
内の小中学校で運動会が行われております。昨日、私も 2
人のかわいい息子たちの活躍を中学校に見に行きました。
皆様方の中にも、子供さんや、お孫さんのご活躍を楽しく御
覧になった方もたくさんおいでになると思います。うちの息子
たちは、2 人とも野球部に所属しており、2 年生と 3 年生です。
一生懸命、歯を食いしばって走っている姿や、友達を応援

例会変更のお知らせ
○玉名ＲＣ～夜例会の為時間変更
[変更前] ５月２８日（月）１２：３０～
[変更後] ５月２８日(月)１８：３０～
[会 場] 江戸長
○玉名ＲＣ～早朝クリーン作戦の為時間変更
[変更前] ６月４日（月）１２：３０～
[変更後] ６月３日(日)６：３０～
[場 所] 高瀬裏川一帯

○０５福祉ＲＣ～県民総合運動公園清掃の為時間・場所

●RAC 委員会（吉原コウイチ君）

変更
[変更前] ５月２９日（火）１２：３０～
[変更後] ５月２９日(火)６：３０～
[場 所] 県民総合運動公園

研修会全員登録承認
６月１６日（土）１８：００～懇親会
６月１７日（日）

○菊池ＲＣ～第2分区合同 IM の為日時変更
[変更前] ６月７日（木）１２：３０～
[変更後] ６月２日(土)
○菊池ＲＣ～今年度最終例会の為時間・場所変更
[変更前] ６月２８日（木）１２：３０～
[変更後] ６月２８日(木)１８：３０～
[会 場] 笹乃家

スマイルボックス（元田亮一君）
○堀川貴史君・野口泰則君
本日杉田先輩の卓話をとても楽しみにしております。これ
までの先輩が経験されたことだけでなく、先輩のロータリ
ー（熊本南ロータリークラブ）への想いもしっかりお聞かせ

○東南ＲＣ～慶祝会及び新旧役員交代式の為

下さい。よろしくお願いします。

時間・場所変更
[変更前] ６月２０日（水）１２：３０～
[変更後] ６月２０日(水)１８：３０～
[会 場] 料亭「すざき」
○菊南ＲＣ～家族会の為時間変更
[変更前] ６月２０日（水）１２：３０～
[変更後] ６月２０日(水)１８：３０～
[会 場] ユウベルホテル

○野田三郎君
本日の杉田会員の卓話「熊本南 RC の歩み」を楽しみにし
てスマイルします。
○倉崎保広君、田邉信一君、今村浩昭君、赤澤 剛君、
丸山浩之君、喜讀宣友君、元田亮一君

○中央ＲＣ～年祝の会の為時間・場所変更
[変更前] ６月８日（金）１２：３０～
[変更後] ６月８日(金)１８：３０～
[会 場] 水前寺「泉里」

本日の卓話者、杉田会員のウィットに富んだ卓話、楽しみ
にしています。

○八代東ＲＣ～創立23周年記念例会の為時間変更
[変更前] ６月２１日（木）１２：３０～
[変更後] ６月２１日(木)１８：３０～
[会 場] 八代ホワイトパレス

○古財良一君
杉田大先輩の卓話を聞いて学びたいと思います。
○杉田辰彦君

○八代東ＲＣ～定款に基づき休会
[日 時] ６月２８日（木）１２：３０～
[会 場] 八代ホワイトパレス

本日は卓話を仰せつかり、また特に熊本南 RC の歴史と
のこと大変恐縮しております。どうかよろしくお願い致しま
す。私より先輩の吉本会員に申し訳ありません。

出席報告（園田修司君）

○寿崎肇君

会員数

出席数

出席率

前々回（1/16）
修正出席率

代継宮曲水の宴の私の盛装写真を漆島会員から頂きまし

６０名

４４名

74.58％

８４．２１％

して生まれて初めての盛装をさせて頂きました。感謝を込

出席規定適用免除者

８名

た。タイから無事に帰れましたのも代継宮のお陰です。そ
めてスマイルさせて頂きます。ありがとうございました。

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）

○齊藤直信君 Ⅱ
５月１８日熊本ブロックシニアクラブ大会を開催し、２００名
の参加で成功のうちに終了しました。南 RC のメンバーに
も参加頂き、感謝いたします。

委員会報告
○堀川貴史君

●次年度姉妹クラブ委員会 （山本 円君）

昨日、二人の息子が通う中学校の運動会が行われました。

８月２日～台湾へ青少年の送り出し
希望者応募 ５名ほど

二人の息子のハツラツとした表情と一生懸命頑張る姿を
見て感動しました。家族の健康に感謝してスマイルしま

●親睦活動委員会（喜讀宣友君）

す。

５月２６日ボーリング大会 参加者が少ない
６月４日 年祝の会

１８：３０ 親睦会

６月２４日 ゴルフコンペ

2

代表
肥後大津 1972 年 6 月 27 日（昭和 47 年）和泉
特別代表
熊本西 1985 年 12 月 17 日（昭和 60 年）右田特
別代表

○野口泰則君
先週のある夜、街を少しうろついていましたら、田川社長と
ホテル日航のスタッフの方と出会い、誘われ、お酒をごち
そうになりました。ところが石田会員が先に来ておられ、お
二人の素晴らしいカラオケに圧倒され、特に田川社長の
優しい声にはびっくりしました。お二人の上手な歌声にス

☆新世代奉仕
IAC（インターアクトクラブ）
1994 年 5 月 20 日（平成 6 年）結成 国府高校
RAC（ローターアクトクラブ）
1983 年 3 月 10 日（昭和 58 年）結成
S59.10.21. 南 RC 主催 熊本市中学校バドミント
ン大会実施

マイル致します。
○元田亮一君
先だって社内のパーティーで大林由紀さんにピアノの演
奏をして頂きました。アダルトチルドレンのことにも触れて
頂き、素晴らしい演奏と共に参加者一同感銘を受けました。
紹介いただいた古財さんにお礼のスマイルを致します。

本日の合計

18,000 円

今年度の累計

1,609,115 円

☆国際奉仕
・姉妹クラブ締結 1985 年 2 月 27 日（昭和 60 年）
熊本南 RC と台北大同扶輪社
・タイ チェンカム RC 伝統医療診療所建設への
資金援助
・タイ 山岳民族 メコン寮への教育支援（里親制
度の継承）
・財団法人熊本南ロータリー寿崎奨学会設立
1989 年～1990 年度第 2720 地区ガバナーに就
任されその記念として設立
1991 年（平成 3 年）以降南 RC が寄付を続け
ている。
名称を熊本南 RC 寿崎奨学会とし、熊本市内の
大学に学んでいる留学生に奨学金を
交付することを目的としている。

●卓話

杉田辰彦会員
「熊本南 RC の歩み」

熊本南ロータリークラブの沿革
☆ 創 立 1958 年 9 月 1 日（昭和 33 年）
認 証 1958 年 11 月 24 日（昭和 33 年）
ガバナー 久保豊氏（長崎 RC ）当時は九州全域
スポンサークラブ 熊本 RC
特別代表 藤井利七氏（熊本 RC）
チーターメンバー 22 名
創立会長 深水六郎氏（熊本放送社長）

☆その他奉仕の実績
・創立 5 周年記念 熊本市花畑町に国旗掲揚代を設
置（1963 年 昭和 38 年）
・創立 10 周年記念 熊本県ロータリー奨学会
200 万円贈呈（1968 年 昭和 43 年）
・創立 20 周年記念 熊本県ロータリー奨学会
200 万円贈呈（1978 年 昭和 53 年）
・創立 30 周年記念 熊本県ロータリー奨学会
500 万円贈呈（1988 年 昭和 63 年）
・1990 年（平成 2 年）10 月 28 日
小田 PG より小田基金として 50 万円の寄付があ
り、この基金にクラブ会員の寄付を
加え合計 300 万円になったので基金の有効活用
を歴代会長で検討、その結果地域医療センターに
救急車を寄贈することになった
・創立 40 周年記念 熊本県ロータリー奨学会
200 万円贈呈（1998 年 平成 10 年）
・創立 50 周年記念 熊本市動植物園にバギー

☆熊本南 RC から選出したガバナー
小田一昭会員（1971 年 昭和 46 年）海軍軍医少将
寿崎 肇会員（1989 年 平成元年）
菅 敏郎会員（1998 年 平成 11 年）内科小児科医
師
☆新クラブ結成
玉名 1976 年 6 月 29 日（昭和 42 年）小田特別
代表
松橋 1968 年 11 月 9 日（昭和 43 年）清水特別
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30 台贈呈

そこで、パインさんは、近隣小学校の校長であるリューク・ウ

タイプロジェクトへ 10 万円
贈呈（2008 年 平成 20 年）

ェンビさんと連絡を取りました。夜が明けると、はだしで元気
に歩いてきた小学生 80 名が救援に駆けつけ、手分けして蚊
帳を運んでくれました。「子どもたちは、蚊帳を担いで坂道を

☆その他
・熊本南 RC 夫人の会の発足
寿崎ガバナー夫人の発案により平成 2 年 6 月
18 日に創立総会が行われ、現在も活動中であ
る

国際ロータリーホームページより

上り、峠を越え、伸びきった草をかき分け、谷を下り、泥道を
歩き進み、2 時間かけて運んでくれました」
12 月、村からついにマラリアがなくなったとの知らせがフェル
ツさんに届きました。

http://www.rotary.org/

蚊帳を届けるため道なき道を行く
ザ・ロータリアン誌 2012 年 5 月号

【例会予定】
６月１１日（月） 会員卓話 田川憲生君
６月１８日（月） 常任委員会委員長退任挨拶
６月２５日（月） 会長・副会長・幹事退任挨拶

パプアニューギアの人々にマラリアから身を守る蚊帳を提供
するため、米国ジョージア州で内科医を務めるロータリアン、
マイケル W. フェルツさんは、獅子奮迅の活躍をしてきまし
た。
1980 年代後半、医療支援のため、家族と共にパプアニュー
ギニアに数年間滞在したことがあるフェルツさん。当時は、マ
ラリアが蔓延し、深刻な病が頻繁に発生していたそうです。
1997 年には、マラリア対策に取り組むロータリアンの団体
「RAM-PNG」が同国で設立され、殺虫加工のされた蚊帳の
配布が開始されました。これにより、蚊を寄せ付けないだけ
でなく、撃退することが可能になりました。
昨年 5 月、フェルツさんと地元の友人であるアンドリュー・パ
インさんは、RAM-PNG の協力と、自身が所属するオーガス
タ・ウェスト・ロータリー・クラブからの支援を受け、同国山間
部の村に 900 張の蚊帳を提供する活動に取り組みました。
岩石と陥没だらけの道なき道を進み、ついには、先に進むこ
とができなくなってしまいました。「底冷えのする暗い山奥で、
完全に動きが取れなくなった」と、その時の状況を振り返るフ
ェルツさん。蚊帳が入った 50kg ほどの箱を抱えて、ぬかるみ
の中を徒歩で行くことも不可能でした。
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