第２６回例会記録（通算第 2716 回）
平成 29（2017）年２月２７日
10年 目 を 迎 え た 「 タ イ ・ プ ロ ジ ェ ク ト 」 。 大 変 お 疲 れ さ までした！

斉唱 国家 君が代

1.今日の歌

ロータリーソング 「奉仕の理想」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.外部卓話 西田淳一様

来訪者紹介
ございません

３/１８ 管理運営・広報合同セミナー
＠あすぱる富合
３/２４-２５ RI 第 2720 地区 地区大会
＠ホルトホール大分
４/３ 花見の会（場所未定）
４/５-７ 台北大同扶輪社訪問及び親睦
ゴルフコンペ
４/９ 2017-18 地区研修・協議会
＠熊本学園大学
４/１６ 地区職業奉仕研修セミナー
＠くまもと県民交流会館パレア
４/２５ 市域 RC 会長・幹事会
＠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。本日の卓話は世界社会奉仕
委員会 野口委員長のタイ・プロジェクト報告です。
後ほどよろしくお願いいたします。
さて、本日は「四つのテスト」の新しい解釈につ
いてご紹介します。1929年から始まった世界大恐慌

ての人達に対して考えたり行動したりする時に応用で

の時期にロータリアンが成し遂げた大きな業績の一

きる指標が必要と考えたのです。社長室で思い浮かん

つに四つのテストの制定があります。1931年、包装

だ24語の言葉を書き留めたのが、この四つのテストだ

済食品戸別訪問販売の職業分類でシカゴロータリー

そうです。現行の四つのテストは東京クラブの本田親

クラブの会員であったハーバート・テーラーが不況

男氏の翻訳によるもので、1954 年以来日本人ロータリ

のあおりを受け、膨大な借金を抱え倒産の危機に瀕

アンが座右の銘として親しんだ名訳ですが、その一方

していた会社の経営を引き受けることになりまし

でハーバート・テーラーがこのフレーズを作った意図

た。もし、会社の再建に失敗すれば250人の従業員が

が正確に翻訳されているか否か、疑問を抱いている人

仕事を失うことになります。彼はこの状況から脱出

も多いようです。まず最初に考えなければいけないこ

して会社を再建するためには合理的な指標が必要と

とは、この四つのテストは決して事業の倫理基準や商

考えました。従業員が正しい考えをもって、正しい

道徳を高めることを目標に作られたものではなく、倒

行動をすれば、会社全体の信用が高まるに違いあり

産の危機に貧した会社を再建させるために作られた極

ません。社員が簡単に覚えられて自分を取り巻く全

めて現実的な基準です。すなわち四つのテストは商取
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引をする当事者同士が納得して取引するための基準で

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

あり、日常生活に適用するのではありません。商取引は

[日

シビアなものですから、厳密に判定する基準が必要です

○江南 RC～定款に基づき休会

が、例えば一般の生活に夢や希望を与えるためにつくさ

[日

さやかな嘘は、人生の潤滑油として必要不可欠なもので

○菊南 RC～定款に基づき休会

す。

[日

程] 3月29日（水）12：30～
程] 3月29日（水）12：30～
程] 3月29日（水）12：30～

四つのテスト-真実はこれに照らしてから1.Is it the truth?

幹事報告（坂本研一君）

真実かどうか

1.熊本南 RAC より「例会報 Vol.16」が届いております。

2.Is it fair to all concerned?
みんなに公平か
3.Will it build goodwill and better friendship?
好意と友情を深めるか
4.Will it be benefical to all concerned?
みんなのためになるかどうか
2017-18（次年度）地区報告（後藤

博君）

出席報告（木村仁治君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

３８名

65.52％

７０.６９％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

皆さま、こんにちは。2月25日（土）～26日（日）2017-18
会長エレクト研修セミナーが開催されました。参加され

０名（会員数には含まれません）

ました皆さま、お疲れさまでした。また、1ヶ月後の4月
9日（日）、2017-18地区研修・協議会が熊本学園大学に

例会変更のお知らせ

て開催されます。次年度の各委員長が対象となりますの

○水前寺公園 RC～被災地視察のため時間場所変更

で、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。

[変更前] 3月8日（水）12：30～
[変更後] 3月8日（水）10：00～
[場

会長エレクト報告（今村浩昭君）

所] 益城・阿蘇方面

○江南 RC～昼例会に時間変更
[変更前] 3月8日（水）18：30～
[変更後] 3月8日（水）12：30～
○菊南 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 3月15日（水）12：30～

皆さま、こんにちは。2月25日（土）～26日（日）開

[変更後] 3月15日（水）未定

催の2017-18会長エレクト研修セミナーに参加いたしま

[場

したのでご報告申し上げます。地区からの報告で、会員

所] 未定

○西 RC～地区大会振替のため日程場所変更

が減少傾向にあり、それに伴い運営も厳しくなりますの

[変更前] 3月21日（火）12：30～

で、会員増強に力を入れて欲しいとのことでした。その

[変更後] 3月24日（金）～25日（土）

ためにはいかに魅力的なクラブにするかが重要となり

[場

ます。皆さまご協力のほどよろしくお願いいたします。

所] 大分ホルトホール

○水前寺公園 RC～地区大会振替のため日程場所変更

また、次年度のテーマは「ロータリー：変化をもたらす」

[変更前] 3月22日（水）18：30～

です。定款・細則が変わってきております。今までは点

[変更後] 3月24日（金）～25日（土）

鐘がなければ出席とされていませんでしたが、新しい定

[場

款では奉仕活動や親睦活動に参加した場合でも出席と

所] 大分ホルトホール

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

みなされます。当クラブとしてはどこまでを認めるか等、

[変更前] 3月22日（水）18：30～

理事会で改めて検討したいと思います。

[変更後] 3月22日（水）19：00～
[場

所] 未定
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委員会報告

○木村仁治君

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君）

来る3月11日・12日、NTT・松竹・熊本県で3Dでのバー
チャル歌舞伎公演をいたします。世界初の技術で、日
本では初の公演です。それに先駆けて3月10日に企業
の方々をご招待させていただきますので、もしご都合
がよろしいようでしたらテーブルの申込用紙にご記
入ください。

皆さま、こんにちは。ご案内しましたとおり、4月5

○吉村郁也君

日（水）～7日（金）の日程で、台北大同扶輪社訪問・

仕事の都合で早退させていただきます。お詫びのスマ

親睦ゴルフを開催いたします。今回9名での開催予定

イルです。

ですが、都合がつかなかった方には、また次の機会に
是非ご参加いただければと思います。

●会員卓話（古財良一君）
「タイ・プロジェクト報告」

野口泰則君

●スマイルボックス（告坂和紀君）

当時、タイ北部山岳少数民族の子供たちの支援は困
○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・北口

難を極めていました。差別、貧困、暴力、麻薬、人身

誠君

売買など大変な社会問題ではありましたが、まず、飲

本日の卓話者 世界社会奉仕委員長 野口会員の卓話

料水等の水支援、食糧支援、衣服、下着、日用品では

を楽しみにしています。いつものように楽しみで昨夜

歯磨き、シャンプー、タオル、洗剤などあらゆるもの

も眠れませんでした。

の支援が始まりました。「貧困の連鎖は教育によって

○杉光定則君

断ち切れる」をスローガンとして、小学校・中学校へ

本日の卓話者 野口会員長に感謝いたします。タイ・

の登校に全力を尽くしました。毎年の支援金は100万

プロジェクト10周年、大変お世話になりました。あり

円を超え、200万円に届く年もありました。お米も主

がとうございます。

食として1年分毎年支援し、その際には必ず現物確認

○河津延雄君

して支給してまいりました。その甲斐あって今では高

本日の卓話者 野口会員に心から感謝します。
○山内昭徳君

校、大学、専門学校、短大、四年制大学に入学・卒業

Ⅱ

する優秀な子供もいます。しかし、日本語が通じない、

タイ・プロジェクト、会員の皆さまに10年間ご支援い

意思の疎通が難しいという意見が出始め、チェンライ

ただき本当にありがとうございました。野口会員、今

公立ダムロン高校の日本語学科教師ブッディノンヤ

日はよろしくお願いします。

オ先生の協力のもと、ローマ字、タイ語、日本語の同

○野口泰則君

時教育を始めました。2年が経ち現在では、日本語で5

今日、タイ・プロジェクト10周年の報告をさせていた

分以上の自己紹介ができる子供たちがいます。将来の

だきます。多分お聞き苦しいことと思います。お許し

夢を持ち、日本とタイの文化の架け橋となり活躍した

ください。山あり谷ありの10年間でしたが、熊本南ロ

いと必死に勉強しています。このタイ・プロジェクト

ータリークラブ50周年記念イベント発表から10年で

10周年は、熊本南RCの国際奉仕の柱であり続けたと思

す。本当にありがとうございました。

っています。10年間、全会員・役員・理事・歴代会長

○寿崎 肇君

の皆さまのご支援とご協力に心より感謝申し上げま

昨日と一昨日の2日間、会長エレクト研修セミナーに

す。多大な成果と将来の夢も希望も。タイ・プロジェ

参加しました。情報部門でテレビ熊本の社長 河津延

クト10周年「子供たちの輝く瞳に魅せられて」。今年

雄会員がおられます。素晴らしいテレビ熊本をよく勉

度で一区切りといたします。10年間本当にありがとう

強したいと思いました。会長エレクトの今村浩昭会員

ございました。

の発言は伝統ある熊本南RCの会長エレクトとして感
激しました。
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【例会予定】
3/13 会員卓話 河津延雄君
3/20 祝日のため休会
3/27 調整中
【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：3月16日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：未定（国際奉仕）
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：3月15日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
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
の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。
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。

◆RIニュース（国際ロータリーHPより）
ロータリーの新しいゾーン構成が決まる
国際ロータリー理事会は、2017年1月、ロータリーク
ラブの新しいゾーン構成を採択しました。国際ロータ
リー細則は、各ゾーンのロータリー会員数がほぼ均等
になるよう、少なくとも8年ごとに、34あるロータリ
ーゾーンの包括的な見直しを行うことを義務づけて
います。ゾーン見直しが前回に行われたのは2008年で
した。理事会は1月の会合に先立ち、アジア、ヨーロ
ッパ/アフリカ、アメリカのゾーン再編案を作成する3
つのワークグループを設置。ゾーンの代表者（現理事、
次期理事、直前理事のいずれか）で構成されるこれら
のワークグループが、マイケル K. マクガバン国際ロ
ータリー副会長率いるゾーン編成委員会に提案書を
提出し、同委員会がこれを1つの提案書にまとめて理
事会に提出しました。「各地域のワークグループが入
念な検討を行った」とジョン F. ジャーム国際ロータ
リー会長は述べます。「ゾーン再編はロータリー会員
にとって感情的な主題でもありますが、全世界の会員
にとって公平となるよう、ワークグループと理事会は
勇気ある決定を行いました」理事会は2017年6月の会
合で、ゾーンの区分、組み合わせ、理事選出のローテ
ーションなど、引き続きゾーン関連の検討を行う予定
です。
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