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杉 田 辰 彦 会 員 の 無 事 復 帰 を歓 迎 い た し ます！ 

 

基金に預ける仕組みです。熊本市は人づくり基金の中か

ら、支援資金を捻出するとみられます。今年 3 月には学生

の募集を開始する予定で、支援する学生は 5～6人程度を

考えています。県内でも海外展開する企業が増えているほ

か、海外の観光客が急増して実態に対応する戦略で、単

に外国語を話す人の要請に止まらず、世界的な視野を持

った若い人材を育成するニーズが高まったと判断し、決定

しました。 

 

幹事報告（藤見泰之君） 

1.2015-16年度版ロータリー手帳お買い上げのお願い

が届いております。購入希望の方は申込書に記入を

お願いいたします。 

 

出席報告（坂本幸樹君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６０名 ３４名 61.82％   ７９.６３％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

会長報告（田川憲生君） 

  皆さん、こんにちは。「熊本グローバル人材育成戦略」

が 2 月 3 日に開かれた「くまもと都市戦略会議」で決定し

ました。文科省が進めている「トビタテ留学ジャパン」の地

方版で、産学官連携による大学生の海外留学を支援する

もので、地方では全国初となります。「くまもと都市戦略会

議」は知事、熊本市長、熊本大学学長、熊本経済同友会

代表幹事、熊本商工会議所会頭の 5人で構成し、実現性

の高い熊本の都市戦略を協議し、実施に移す会議です。 

「熊本グローバル人材育成戦略」は文部科学省(日本学

生支援機構)の「トビタテ留学ジャパン」の「地域人材コー

ス」の実施地域の採択を受け、熊本の大学生の海外留学

を支援し、将来の熊本、日本を支えるリーダーとなるグロ

ーバル人材の育成につなげるもの。県内の 20 の企業が

400 万円、国から 400 万円の合計 800 万円で、運営しま

す。県が事務局となり、大学が学生の選抜を行う仕組み

です。国の支援は三年間で、その後は県と熊本市が民間

と同額を支出し、当面 10年間は続けるとしています。留学

支援では、県が「世界チャレンジ支援基金」、熊本市が

「市制 100 周年記念人づくり基金」を実施しています。今

回、県内の経済界が支援する資金は県のチャレンジ支援 
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２/１６ 職場訪問＠浜田醤油 

２/２２ RYLA セミナー＠大分ホルトホール 

３/２１-２２ 地区大会＠iichiko グランシアタ 

 

 

 

第２３回例会記録（通算第 2632 回）  

平成 27（2015）年２月９日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

進藤 崇様（国交省 熊本河川国道事務所） 
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例会変更のお知らせ 

○城東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 2月16日（月）１2：30～ 

[変更後] 2月16日（月）18：30～ 

［場 所］ 青柳 

○東南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 2月18日（水）１2：30～ 

[変更後] 2月18日（水）18：30～ 

［場 所］ 青柳 

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 2月18日（水）１2：30～ 

［場 所］ 中華園 

○北ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 2月19日（木）１2：30～ 

［場 所］ ユウベルホテル 

○西稜ＲＣ～職場訪問のため日程場所変更 

[変更前] 2月23日（月）１8：30～ 

[変更後] 2月24日（火）10：00～ 

［場 所］ 日本銀行熊本支店 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

   

 

 

 

 

横書きのページより、8ページを開いてください。

今月は世界理解月間ですのでその記事です。まず、海

外で知る日本との違いの中で、インドの古都コルタカ

の風情について、相づちの違いが出ています。日本人

もデリーのインド人も相づちは首を縦に振るがコル

タカの人は皆、首を横にかしげるそうです。次にアメ

リカでの踏切で、一旦停止してはいけない中で、吉岡

さんは日本と同じに踏切前で一旦停止したところ、パ

トカーのお巡りさんから「どうして止まったんだ！」

「危ないから止まらないように」「列車のほうが止ま

ってくれるから車は止まらないように」等言われたと

のことです。次に10ページにはスリランカでの体験で、

指先でカレーを混ぜ第一関節で固めて食べる習慣に

挑戦されているようですが、うまくいかず結局フォー

クを使用と出ています。国が変われば生活習慣も変わ

るものですね。次に月間にちなんで青少年国際交流事

業を行うクラブ報告が記載されています。12ページ台

湾姉妹クラブとの中学生支援研修、13ページにはアメ

リカ ウォルナット・クリーク RC との夏期交換学生プ

ログラム、14ページにはアメリカ シャンペン RC との

青少年交換事業、15ページには長崎 雲仙 RCと韓国姉

妹クラブとの青少年交換交流記事です。このような記

事を見ますと、我々熊本南 RC の「タイ・プロジェク

ト 里親支援」事業は大変インパクトのある事業だと

思いますので、是非今回の訪問の記事を書いてくださ

い。19ページには大分南 RC のインターアクトクラブ

会員が、いたみの少ない体育館シューズを回収、洗浄、

サイズ分けし、カンボジアの Bayon Junior High 

School へ送った記事が出ています。20～21ページに

も色々なクラブの奉仕活動の記事が出ています。26

～29ページには、ロータリーデーを設けて奉仕活動を

されたクラブの報告が記載されています。熊本市域で

もロータリーデーを開催されてみてはいかがです

か？今月号で一番大切な記事が38ページに出ていま

す。新年度（2015年7月）から特別月間が変更されま

す。 

 新しい月間は以下の通りです。 

 8月  会員増強・拡大月間 

 9月  基本的教育と識字率向上月間 

 10月 経済と地域社会発展月間 

 11月 ロータリー財団月間 

 12月 疾病予防と治療月間 

 1月   職業奉仕月間 

 2月   平和と紛争予防/紛争解決月間 

 3月   水と衛生月間 

 4月   母子の健康月間 

 5月   青少年奉仕月間 

 6月  ロータリー親睦活動月間 

 尚、10月の「米山月間」は、日本独自で定めた月間で

すから、従来通りで変更なし。 

次年度活動計画及び卓話等にも関係が深いと思いま

すので、各委員長は要注意です。 

縦書きのページに移ります。まず、16ページに「女王

陛下に幸あれ」という記事で、臼杵 RC の丸岡会員よ

りイギリスの二つのクラブへ訪問の投稿です。次に17

ページ、熊本’05福祉 RC バナー紹介、次に20ページ

歌壇の中に、熊本水前寺 RC の北里会員の作品が出て

います。「一刻を織りゆくことの楽しければ糸明るめ

に染めあがりけり」。24ページには臼杵中央 RC の記事

が出ています。 

 

●親睦活動委員会（井上雅文君） 

2/16（月）例会及び定例理事会終了後に親睦活動委員

会の IM を開催いたします。詳細につきましては、事

務局より改めてお知らせいたします。関係各位のご参

加をよろしくお願い申し上げます。 
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◆ガバナーエレクト報告（野田三郎君） 

  

  

 

 

 

   2月7日（土）に第2720地区の諮問委員会に出席いたし

ました。その中で国際協議会の報告と、次年度の地区スロ

ーガン及びガバナー方針の説明をさせていただき、また、

ご了解をいただきました。熊本南 RC の皆さんには、その

内容を4月6日例会 卓話の時間を頂戴し、お話をさせて

いただきたいと思います。また、次年度テーマ「be a gift 

to the world」のピンバッジを購入してまいりました。

次回例会時に皆様方にお渡しする予定ですので、次年

度是非おつけいただきたいと思います。また、12月に

2015-16年度 RI 会長の出身地であります、スリランカ

でお世話になりました、コロンボ メトロポリタン RC

の例会に参加し、バナーを頂いてまいりましたのでご

報告申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2015-16 RI テーマ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コロンボ メトロポリタン RC バナー】  

 

◆杉田辰彦君よりお礼と報告 

 12月末より体調を壊し検査しましたところ、胸の下に

水が溜まっているとのことで入院し治療しておりま

した。皆さんからお見舞いをいただきました。この場

を借りてお礼申し上げます。本日より例会に復帰しま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

●スマイルボックス（園田修司君） 

○田川憲生君・渕田俊郎君・藤見泰之君・西川尚希君 

 本日の卓話者、熊本河川国道事務所 進藤崇様のご来

訪に感謝いたします。河川工事の進捗の話を楽しみに

しています。 

○杉田辰彦君  Ⅴ 

 病気全快、本日無事出席できました。入院中はクラブ

会員の皆様よりお見舞いいただき、誠にありがとうご

ざいました。皆様のご好意に感謝し、スマイルいたし

ます。 

○星野誠之君・園田修司君・北口 誠君 

 杉田会員の復帰を歓迎し、スマイルいたします。杉田

さんが入口にいないと心配になります。 

○藤木正幸君  Ⅹ 

 久しぶりの例会出席です。皆さま方へお詫びとスマイ

ルです。私ごとですが、4月の統一地方選挙において、

御船町長選に出馬します。ご支援・ご声援をお願いい

たします。できれば御船町に住民票を！ 

○後藤 博君・倉崎保広君 

 藤木君お久しぶりです。町長選準備で忙しかったんで

すね。町長選、頑張ってください！ 

○吉永彰一君   

 久しぶりの出席、「やな場」以来の藤木君です。藤木

君は今回御船町長選に出馬します。町長になって、ち

ゃんと例会に出席するようになってください。応援し

ています。 

○寿崎 肇君 

 2/7（土）RI 第2720地区のガバナー諮問委員会が開催

されました。野田ガバナーエレクトの米国サンディエ

ゴでの国際協議会の報告にはガバナー・パストガバナ

ーの皆様、感心しておられました。野田ガバナーとし

ての方針等は後日お話をされるとのこと。野田ガバナ

ー年度は熊本南 RCあげて頑張ろうではありませんか。 

○喜讀宣友君   ★リレースマイル★ 

 田川会長よりリレースマイルをお受けしましたが、本

日は「タイ・プロジェクト」でタイ チェンライにお

ります。幹事報告も藤見副幹事がバッチリやってくれ

たことと思います。来週の例会で皆様に会えることを

楽しみにしています。次回リレースマイルは次期幹事

の吉永会員にお願いします。 

○平尾豊幸君 

 今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

です。 
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●外部卓話（三角雄介君） 

 「熊本の道路整備と河川整備について」 

      進藤 崇様（国交省 熊本河川国道事務所 所長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


