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11/16（水）第 1回職場訪問＠SMBC日興証券 熊本支店＆日本銀行 熊本支店  

 

 

定例理事会報告（漆島典和君） 

1.1/6熊本市域 RC 新春合同例会について 

⇒例会振替なし。1月例会は通常通り開催することが承

認されました。（参加の場合はメーキャップに充当

されます。） 

2.10/17観月会＆新入会員歓迎会収支報告 

⇒承認されました。 

3.11/3第4回熊本県水球競技大会収支報告 

⇒承認されました。 

4.熊本・大分地震支援プロジェクト（性暴力抑制プロ

ジェクト）の申請について 

⇒申請書提出を承認。熊本南 RC では人的支援をするこ

とが承認されました。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～りんどう RC 創立10周年記念式典に変更 

[変更前] 11月22日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月23日（祝）16：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。まず、11/7（月）臨時理事

会のご報告です。R 財団への寄付につきまして、1口

＝100ドルで募ることが承認されました。皆さまご協

力のほどよろしくお願いいたします。また、1/6熊本

市域 RC 新春合同例会については、例会終了後、定例

理事会の再議題となっております。 

さて、アメリカ合衆国大統領選挙は共和党 トラン

プ候補が勝利いたしました。水野東洋会員や吉村郁

也会員が色々お詳しいとは思いますが、私個人とし

ましては、政治経験のない実業家が世界最大の国の

トップになったことに大きな衝撃を受けておりま

す。今後、国内外的に様々な変化が出るかもしれま

せん。皆さまはどう思われますか？ 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.外部卓話 林 明様（熊本江南 RC） 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１１/２３ 熊本りんどう RC 創立 10 周年記

念式典＠ホテルキャッスル 

１１/２５ 米山奨学会 カウンセラー報告

会・意見交換会及び懇親会 

      ＠メルパルク熊本 

１２/５  年次総会・年忘れ家族会 

 

 

 

 

第１５回例会記録（通算第 2705 回）  

平成 28（2016）年１１月１４日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

あんべ光俊様 

荒木はる子様（メイプルサウンズ指導） 

樋口秀樹君・村山 恵さん（メイプルサウンズ） 

田畑周平君・緒方咲佳さん（メイプルサウンズ） 

メイプルサウンズご家族の皆さま 

坂口滋一様（熊本中央 RC） 

島本賢治様（熊本中央 RC） 

張 翰博君（米山奨学生） 
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○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月22日（火）１2：30～ 

○菊南 RC～祝日のため休会 

[日  程] 11月23日（祝）１2：30～ 

○北 RC～りんどう RC 創立10周年記念式典に変更 

[変更前] 11月24日（木）１2：30～ 

[変更後] 11月23日（祝）16：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○りんどう RC～創立10周年記念式典に変更 

[変更前] 11月24日（木）１9：00～ 

[変更後] 11月23日（祝）16：00～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 11月24日（月）１8：30～ 

[場  所] 日本料理「おく村」 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月29日（火）１2：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月30日（木）１2：30～ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 12月12日（月）１8：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本「ガーデンバンケット」 

○江南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12月14日（水）１8：30～ 

[変更後] 12月10日（土）15：00～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本「鳳凰の間」 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月26日（月）１8：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１8：30～ 

○江南 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月4日（水）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル熊本「ストリングス」 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.前田ガバナーより「ロータリー財団・年次寄付のお願い」が

届いております。 

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

ご参加をお願いいたします。 

 

出席報告（井上雅文君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ３８名 66.67％   ８６.２１％ 

出席規定適用免除者 4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） 

委員会報告 

●雑誌委員会（向臺行雄君） 

  

 

 

 

 

先ずは、横書きの P.3 をご覧ください。国際ロータ

リー ジョン F.ジャーム会長のメッセージが掲載され

ております。内容は、1917 年に財団設立の礎となりま

す大会がアトランタで開催されたこと、大会にて「世

界で良いことをするための基金をつくるのが、極めて

適切であると思われる」という言葉から始まったこと。

R 財団 100 周年を祝う国際大会がアトランタで開催さ

れること、3 億ドルの寄付目標達成しなければならな

いこととあります。続いて、同じく横書きの P.26～27

をお願いいたします。「心は共に」ということで、熊

本地震に関する 3つのボランティアの記事が掲載され

ております。詳細は割愛させていただきますが、お手

元の冊子をご一読願います。次に横書き P.33 をご覧

ください。残念なニュースですが、ナイジェリアが再

びポリオ常在国となったそうです。ロータリーとして

50 万ドルの追加支援その他緊急対策を講じていると

のことです。 

続いて縦書き、P.24 をお願いいたします。熊本東南

RC が熊本・大分地震復興支援プロジェクトとして映画

試写会を開催された記事が掲載されております。雑誌

委員会からの報告は以上です。 

  

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

  

 

 

 

 

 米山奨学生卓話の報告及び、11月奨学金の交付がござ

いました。 
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●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○坂口滋一様（熊本中央 RC） Ⅱ 

 先般は熊本中央 RC のチャリティコンペに多数ご出席

いただき、ありがとうございました。連覇はなりませ

んでしたが、来年また優勝杯奪還に是非ご参加をお願

いします。本日は漆島会長・坂本幹事に新入会員を連

れて表敬訪問に参りました。よろしくお願いいたしま

す。 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君 

古財良一君・丸山浩之君・坂本幸樹君・北口 誠君  Ⅸ 

 本日の卓話者 あんべ様とオハイエくまもとの皆さま

を心より歓迎いたします。楽しい音楽を期待いたしま

す。熊本中央RC 坂口様、新入会員の島本様、そして

米山奨学生 張 翰博君を歓迎します。 

○塚本 侃君 Ⅱ 

 米山記念奨学委員会副委員長の坂口さんと熊本中央

RCの島本さんの来訪を歓迎します。 

○堀川貴史君 

 熊本中央RC 坂口さん、島本さん、そしてオハイエく

まもとの皆さまのご来訪を歓迎してスマイルいたし

ます。 

○藤見泰之君・桑原幸雄君 

 オハイエくまもとの皆さまを歓迎しスマイルいたし

ます。このあとの演奏と笑顔を楽しみにしております。 

 

●外部卓話（古財良一君） 

「みんなちがって・みんないいオハイエ」 

        あんべ光俊様＆メイプルサウンズ♪ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆11/16（水）第1回職場訪問 

    ＠SMBC日興証券 熊本支店・日本銀行 熊本支店 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆RIニュース（国際ロータリーHPより） 

  

 

 

 

 

 

マンハッタンのミッドタウンにある国連本部。そのビ

ルの外には、片手に剣、もう片手に槌をもった力強い

男性の彫刻がそびえ立っています。これは「持ちうる

強みと手段を使ってより平和で公平な世界を築く」と

いう、ロータリーと国連の共通目標を象徴しています。

11月12日（土）、国連とロータリーが毎年開催してい

る「ロータリーデー」が、ここ国連本部で開かれまし

た。今年のテーマは「責任あるビジネス、回復力ある

社会」。このテーマは、職業の手段をより良い地域づ

くりに生かしているビジネスリーダーの世界的ネッ
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トワーク、ロータリーの役割を映し出しています。イ

ベントでは、このテーマをめぐる分科会と講演が行わ

れました。冒頭の挨拶で、国際ロータリーのジョン F. 

ジャーム会長は、前述の彫刻に触れ、「戦いをやめて

平和な世界をつくろうではありませんか」と呼びかけ

ました。テーマである「責任あるビジネス」は、営利

組織が社会的・経済的発展に貢献できるという哲学を

表しています。「これこそ、国連と国際ロータリーが

緊密に連携できる分野。地域社会が必要な手段を備え、

この手段を広く活用できるよう、地域社会のエンパワ

メントを支援できます」と会長は述べました。オスロ

を拠点とするBusiness for Peace Foundation（平和

のためのビジネス財団）の創設者で、同財団の理事長

を務めるパー・サクセガードさんが、ビジネスと社会

の複雑な関係について講演し、この関係がもたらす緊

張と機会について語りました。「企業の動機は営利だ

け」という考え方がある一方で、商業的な成功と社会

的進歩は緊密に絡み合っていると、サクセガードさん

は述べます。「市場を決めるのは、社会のニーズ。（中

略）私は仕事で多くの起業家に会いましたが、全員に

共通点がありました。彼らは問題を見ると、"この問

題は解決できる。しかも、もっと安価かつ効果的な方

法で"、と考えます。これこそが、ビジネスにおける

イノベーションの原動力です。現在の問題、例えば、

飢餓や非識字といった問題の解決に必要なのは、この

原動力なのです」。2030年までに貧困をなくすという

国連の「持続可能な開発目標」にも触れ、この目標の

達成におけるビジネスの役割を強調しました。このほ

かに、国連事務次長で軍縮担当上級代表であるキム・

ウォンスさんと、ユニセフのポリオ担当責任者である

レザ・フサーニさんが講演しました。イベントでは、

責任あるビジネスの表彰も行われ、国際ロータリーの

ジョン・ヒューコ事務総長がビジネスリーダー6人と

企業パートナー2社を紹介しました。いずれも、雇用、

メンタリング、教育、イノベーションといった分野で

地域社会に貢献する包容的ビジネスを推進していま

す。 

【表彰されたロータリー会員】 

・フアン・シルバ・ボーパトゥイさん 

（ベネズエラ、チャカオ・ロータリークラブ）：ボー

パトゥイさんが経営するエンジニアリング会社は、25

年間、「Queremos Graduarnos」という教育プログラム

を通じて、貧しい青少年たちを支援しています。現在、

このプログラムは18の学校、700人以上の学生を支援

しています。 

・ジャン-ポール・フォーレさん 

（フランス、カーニュ-グリマルディ・ロータリーク

ラブ）：若い職業人のモチベーションを高め、将来有

望な新ビジネスの研修を行い、資金を提供することを

目的として、フォーレさんは「ロータリートロフィー

（Le Trophée du Rotary）」と呼ばれるビジネスコン

テストを立ち上げました。今年で7年目となるこのコ

ンテストは、大手銀行からのサポートも得ており、過

去の参加者はアドバイザーとして協力しています。 

・スレッシュ・ゴクラニーさん 

（インド、ボンベイ・ロータリークラブ）：UV浄水シ

ステムの大手製造会社副会長であるゴクラニーさん

は、国内の僻村と都市部の貧困地域にきれいな水を提

供する取り組みを率先して行ってきました。また、女

性たちが収入を得るために水を売ることのできるセ

ンターも設置しました。 

・アンヌマリー・モステールさん 

（南アフリカ、サウザーンアフリカ・ロータリークラ

ブ）：教育と職業研修を通じて女性と青少年に起業と

リーダーシップを教える非営利団体「Sesego Care」

を2005年にヨハネスブルグで設立。さらに、全国の70

クラブを動員して130万人の貧しい人びとに靴を提供

するため、「TOMS Shoes」とも提携しました。 

・ステファニー・ウーラードさん 

（オーストラリア、メルボルン・ロータリークラブ）：

ネパール訪問時に出会った工芸家7人が読み書きがで

きないことを知ったウーラードさんは、「Seven Women」

を設立し、ネパールの女性たちが海外に製品を売るた

めの支援を行っています。過去10年間に1,000人以上

の女性を研修、雇用したほか、基本的な帳簿管理とパ

ソコンスキルも教えています。  

・ラリー・ライトさん 

（米国、テイラー・ロータリークラブ）：1970年代に

銀行から融資を受けて造園業を開業したライトさん

は、2013年、経済破綻したデトロイトの起業家たちを

支援するために、海外で成功している「マイクロファ

イナンス」モデルを採用した取り組みを開始。小口融

資の提供に加え、事業経営のクラスやアドバイスも行

っています。  

【表彰された企業パートナー】 

・コカコーラ・パキスタン：2010年以来、予防接種とポ

リオ認識向上のためにロータリーのパキスタン・ポリ

オプラス慈善信託を支援し、特に広報面で大きく後押

ししています。また、きれいな水の提供にも協力して

います。 

・メルカンティ・バンコ・ウニベルサル：同銀行は、ベ

ネズエラ国内の40の大学、6,000人の学生を対象に、

社会的責任とリーダーシップについて研修するプロ

ジェクトを支援しています。このプロジェクトの目標

は、大学で学んだことを、恵まれない地域のニーズ解

決に生かすことを奨励することです。 


