第１６回例会記録（通算第 2706 回）
平成 28（2016）年１１月２１日
林 明様（熊本江南 RC） 月間テーマ卓話「グローバル補助金を活用しよう」より

斉唱 国家 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

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告

１２/５ 年次総会・年忘れ家族会
１/６ 熊本市域 RC 新春合同例会
＠ニュースカイホテル

4.外部卓話 乗松聖也様
（ウィルチェアーラグビー 日本代表）

１/１０ 新年会（場所未定）
１/２９ 2017-18 R 財団部門 地区補助金
管理セミナー＠ホルトホール大分

林 明様（熊本江南 RC）

「ロータリークラブ」と呼ぶようになりました。ロー

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。まず、本日の卓話は月間テ

タリーはアメリカ以外にも広がり、1912年、この連合

ーマ卓話としまして、RI 第2720地区 2016-17年度 ポ

会の名称は「国際ロータリークラブ連合会」に変更さ

リオプラス・VTT・奨学金委員長 林

明様（熊本江

れました。さらに、1922年には「国際ロータリー」と

南 RC）にグローバル補助金について詳しく解説して

いう名称が採択されました。1925年7月までにロータリ

いただきます。後ほどよろしくお願いいたします。

ーは6大陸に広がり、クラブの数は2,000以上、会員数

また、先週11/14の定例理事会にて、熊本・大分地

は推定108,000人にまでふくれあがりました。

震支援プロジェクト（性暴力抑制プロジェクト）の

あるロータリーの先輩がロータリーバッジを着け出

申請書提出が承認されましたのでご報告申し上げま

張先のホテルで飲んでいたところ、隣に座っていた方

す。
（予算5百万円）

もロータリアンだったようで、話が大変盛り上がり、

さて、ロータリーの始まりについて、弁護士ポー

最終的には仕事にも繋がったようです。皆さまも出張

ル・ハリスは少年期に過ごした小さな町で感じたの

等の際は是非ロータリーバッジを着けてお出かけくだ

と同じ友愛の精神にあふれた専門職業人のグループ

さい。

をつくりたいと考え、1905年2月23日、ガスターバ
ス・ローア、シルベスター・シール、ハイラム・シ

例会変更のお知らせ

ョーレーとともに、シカゴ中心街にあるユニティビ

○05福祉 RC～定款に基づき休会

ル711号室のローアの事務所に集まり、初のロータリ

[日

ークラブ例会を開きました。会員の仕事場を持ちま

○菊南 RC～定款に基づき休会

わりで会合を開いていたため、彼らはこのクラブを

[日

熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

程] 11月29日（火）１2：30～
程] 11月30日（木）１2：30～

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

○西稜 RC～親睦会のため場所変更

○菊南 RC～熊本第2グループ IM のため日程変更

[日

程] 11月28日（月）１8：30～

[変更前] 12月28日（水）12：30～

[場

所] 日本料理「おく村」

[変更後] 12月17日（土）14：00～

○西稜 RC～定款に基づき休会

[場

[日

○平成 RC～定款に基づき休会

程] 11月29日（月）１2：30～

所] ユウベルホテル

○菊南 RC～定款に基づき休会

[日

[日

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

程] 11月30日（月）１2：30～

程] 12月28日（水）１8：30～

○城東 RC～職場訪問のため場所変更

[日

程] 12月28日（水）１8：30～

[日

程] 12月5日（月）１2：30～

○西 RC～定款に基づき休会

[場

所] 東熊本第二病院

[日

程] 1月3日（火）１2：30～

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

○江南 RC～新春合同例会に日程場所変更

[変更前] 12月7日（水）１2：30～

[変更前] 1月4日（水）12：30～

[変更後] 12月4日（日）14：00～

[変更後] 1月6日（金）12：30～

[場

[場

所] 熊本県総合体育館

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○中央 RC～親睦会のため日程場所変更

○平成 RC～新春合同例会に日程場所変更

[変更前] 12月9日（金）１8：30～

[変更前] 1月4日（水）12：30～

[変更後] 12月10日（土）11：30～

[変更後] 1月6日（金）12：30～

[場

[場

所] ニュースカイホテル

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○西稜 RC～親睦会のため場所変更

○西 RC～新春合同例会に日程場所変更

[日

程] 12月12日（月）１8：30～

[変更前] 1月10日（火）12：30～

[場

所] ホテル日航熊本「ガーデンバンケット」

[変更後] 1月6日（金）12：30～

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

[場

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

[変更前] 12月14日（水）１2：30～
[変更後] 12月14日（水）１8：30～

幹事報告（坂本研一君）

[場

ございません。

所] メルパルク「中岳の間」

○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～

出席報告（木村仁治君）

[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 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 12月20日（火）１2：30～

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

４２名

73.68％

８２.４６％

出席規定適用免除者

[変更後] 12月20日（火）１8：30～
[場

会員数

所] ニュースカイホテル「スカイテラス」

名誉会員

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 12月21日（水）１2：30～
[変更後] 12月21日（水）１9：00～
[場

所] ビアレストラン オーデン

○菊南 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 12月21日（水）１2：30～
[変更後] 12月21日（水）未定
[場

所] 未定

○西稜 RC～定款に基づき休会

委員会報告

[日

ございません。

程] 12月26日（月）１8：30～

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12月27日（火）１2：30～

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12月28日（水）１8：30～

2

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

●スマイルボックス（西川尚希君）
○漆島典和君・坂本研一君・今村浩昭君・古財良一君
原 裕一君・北口 誠君
本日の卓話者 熊本江南RC 林様を心より歓迎いたし
ます。昨日は楽しみで夜も眠れませんでした。本日は
よろしくお願い申し上げます。
○寿崎 肇君
11月14～15日、商業界下期研修会が出雲の松江市で行
われ、尼子氏と毛利氏との戦いで、山中鹿之助の「我
に七難八苦を与え給え」と尼子氏の反映をはかったお
話など感激した2日間でした。11月18日は日田中央RC
創立40周年記念式典に参加いたしました。前田ガバナ
ーの報告で、今後クラブでの出席が大切で強調してい
きますとのことでした。
○坂本幸樹君
1歳の息子が昨日初めてブランコに乗りました。その
時の動画を10回は観ました。かわいすぎます。皆さま
もかわいい息子の動画が観たい時はお声掛けくださ
い。
○大津英敬君
先々週、親睦活動委員として11月結婚祝いをお知らせ
した際に「○度目のご結婚記念です」と連呼しており
ました。多い方では十数回と、皆さまの結婚回数を増
やしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。お詫
びのスマイルです。
○齊藤直信君

Ⅹ

ルミノーザ、4戦目で勝ち上がり。春が楽しみです。
●外部卓話（古財良一君）
「グローバル補助金を活用しよう」

林

明様

（RI第2720地区 2016-17 ポリオプラス・VTT・奨学金
委員長/熊本江南RC）
【例会予定】
12/5

年次総会・年忘れ家族会

12/12 会員卓話 久峨章義君
12/19 調整中
12/26 定款に基づき休会
【RAC・IAC の例会日程について】
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：12月8日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：RA委員長卓話（クラブ奉仕）
熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：12月22日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：門松作り（専門知識）
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○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

頃のことである。会長就任の準備を進めていたレヌー

日時：12月7日（水）16：00～

フは、同期の元RI理事マイク・ペドリックから、ボラ

場所：国府高校「大会議室」

ンティアの医師が南米で実施した医療プロジェクト

内容：未定

の話を聞いた。また、米国ピッツバーグで開かれたロ
ータリー研究会で、感染症の集団予防接種に驚異的な

日時：12月21日（水）16：00～

効果を発揮する「ピースガン」（平和の銃）について

場所：国府高校「大会議室」

ロータリアンのロバート・ヒングソンが紹介するのを

内容：未定

目にした。こうした経験がレヌーフの頭の中で形とな
り始めたのは、1978年2月、レヌーフが次期会長とし

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

て理事会会合に出席したときのことであった。ロータ

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

リー史上最も重要な会合の一つとなったこの会合で、
バミューダ出身のジャック・デービスRI会長の招きに
より、Brother's Brother財団の創設者兼医療責任者

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。

を務めるヒングソンが「ピースガン」について理事に
説明したのだ。高圧力で溶液を肌に浸透させるこのガ
◆RIニュース（国際ロータリーHPより）

ンは、1時間に1,000人の予防接種を可能にするもので
あった。従来の使い捨て注射器による集団予防接種よ
りも、はるかに大きな改善である。ヒングスソンは自
らが設立した財団の活動について力強く語り、ピース
ガンの使用方法を実際に披露してみせた。その上で、
子どもたちの予防接種のために、ロータリーと
Brother's Brother財団が提携することを提案した。
デービス会長は続いて、2年後に控えたロータリー創

2016-17年度は、ロータリー財団の創立100周年にあた

設75周年を祝う特別キャンペーンについて持ちかけ、

ります。世界中のロータリー会員は、1世紀にわたり、

75周年に大きなインパクトを与えるアイデアはない

人びとの生活をより良くし、多くの人に影響を与えて

かと理事会に問いかけた。発展途上国の子どもたちの

きました。今年度、ロータリー財団の第1世紀をつづ

保健問題に特に強い関心を抱いていたデービス会長

った『世界でよいことをしよう：人びとの心に触れた

は、翌1979年が「国際児童年」であり、1980年代を国

100年』からの抜粋をご紹介します。

連が「Decade of the Child（子どものための10年）」
に指定していたことから、「1978年国際大会で（小児

第7章 3-H：ロータリー財団の輝く新たな夜明け

疾患をなくすことに）重点を置いたプログラムを発足

設立60年にして、ロータリー財団は重大な転機を迎え、

させてはどうか」と尋ねた。その晩、レヌーフは夜更

後の主要プログラムとなるポリオプラスの基盤を築

けまでペンを走らせ、2年間にわたる75周年記念基金

くこととなる。その経緯を最もよく語ってくれたのは、

を創設する提案書を書き上げた。その基金は、クラブ

ロータリアン、クレム・レヌーフである。レヌーフは

や地区が単独で取り組むには大きすぎる国際奉仕プ

飛行機の操縦士として第二次世界大戦で兵役を務め

ロジェクトを支援するものであった。また、ロータリ

た後、オーストラリア、クイーンズランド州の小都市

アンが自らの時間や能力をボランティアで提供する

ナンボーに居を構え、会計士となった。1949年にナン

など、プロジェクトへの直接的な関与を促すものでも

ボー・ロータリークラブの創立会員となり、後にクラ

あった。翌朝、レヌーフの提案書を読んだデービス会

ブ会長に就任。1965年には地区ガバナーとなり、RI理

長はこれを気に入り、ほかの理事にも読み上げて紹介

事を務めた後、1978-79年度RI会長に選出された。ガ

した。提案は理事会で承認され、次回の東京国際大会

バナー就任以前から、レヌーフはさまざまな経験を重

でロータリー世界に発表することをデービス会長は

ねていた。1966年には、レークプラシッド（米国ニュ

約束した。

ーヨーク州）での研修に向かう途中、インドのある医
療施設に立ち寄った。べロールにあるその施設は、オ
ーストラリア、インド、米国のロータリアンが支援し
ていた。これはロータリーがちょうど、マッチング・
グラントと研究グループ交換（GSE）の活動を始めた
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