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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。本日は卓話の時間を頂戴して

「戦略委員会・60 周年実行委員会 クラブフォーラム

（2）」を開催いたします。よろしくお願いいたします。 

まず、先週 4/19（木）ゴルフコンペを開催いたしま

した。ご参加の皆さま大変お疲れさまでした。天候に

も恵まれ、また、多数の協賛品のご協力をいただきあ

りがとうございました。尚、優勝は近森栄太郎会員で

した。おめでとうございます。 

いよいよ今週末よりゴールデンウィークに入りま

す。当クラブ例会も次回は 5/14（月）となりますので

ご注意ください。期間が空きますので各委員会より報

５/１４  第 4 回クラブ協議会（現・新合

同）＠ホテル日航熊本 

５/１９  2019-20 会長ノミニー研修セミ

ナー＠ホルトホール大分 

５/２６  第 4 回熊本・大分地震支援対

策会議＠ニュースカイ 

５/２６  熊本中央 RC創立 30 周年記

念式典＠ニュースカイ 

５/２７  2018-19 地区会員増強セミナ

ー＠熊本学園大学 

 

第３３回例会記録（通算第 2764 回）  

平成 30（2018）年４月２３日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

早川貴士様（㈱RKK メディアプランニング） 

杉田 成様・渕田美恵子様（夫人の会） 

高宮恵美様・堀川光江様（夫人の会） 

漆島陽子様・古財和代様（夫人の会） 

園田美香様（夫人の会） 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 

4 月 19 日（木）今村年度 ゴルフコンペ＠チサン CC 御船より 

告事項がございましたらお願いします。私の方からのお

知らせは、5/4（金・祝）に漆島典和会員の代継宮にて

「曲水の宴」が開催されます。また、5/6（日）は地区

RA 主催の家族清掃がございます。両日とも多数のご参加

をお待ちしております。 

さて、皆さま「代償の法則」をご存知でしょうか？こ

れはどういうことかと言いますと、何かを手に入れるた

めには、それなりの代償が必要であるということです。

例えば、何かの試験に合格するためには、勉強するとい

う努力が必要です。何かの代償、時には犠牲を払うこと

によって、それ相応のものを手に入れることができるの

です。棚からぼた餅のようなことは実際には起こりませ

ん。もしそう見えるようなことが起こっても、それまで 
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に必ず、それなりの代償を払ってきています。また、「マ

ーフィーの法則」は、「失敗する余地があるなら、失敗

する」、「落としたトーストがバターを塗った面を下にし

て着地する確率は、カーペットの値段に比例する」をは

じめとする、先達の経験から生じた数々のユーモラスで

しかも哀愁に富む経験則をまとめたものです。（それが

事実かどうかは別）多くはユーモアの類で笑えるもので

すが、認知バイアスのサンプルとして捉えることが可能

なものもあり、中には重要な教訓を含むものもあります。 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～中央 RC創立30周年記念式典へ振替 

[変更前] 5月22日（火）12：30～ 

[変更後] 5月26日（土）15：00～ 

[場  所] ニュースカイ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月29日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月29日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月30日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31日（木）13：00～ 

 

幹事報告（森本康文君） 

 

 

 

 

 

1.例会終了後、「2018-19歴代会長会」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。 

2.4/30（月）例会は「祝日のため休会」、5/7（月）例

会は「定款に基づき休会」です。そのため次回例会は

5/14（月）12：30～となります。ご注意ください。 

3.5月より「クールビズ」といたします。（5/14（月）

例会～/ネクタイ不要） 

 

出席報告（山口 競君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ４０名 67.80％   ８１.３６％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

委員会報告 

ございません。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○杉田 成様・渕田美恵子様・高宮恵美様・堀川光江様 

漆島陽子様・古財和代様・園田美香様（夫人の会） 

本日はお招きいただきありがとうございます。本年は

熊本南 RC60周年を迎えられるとのこと、大変歴史ある

クラブの会員であることは主人ともども誇りに思い

ます。熊本南 RC の益々のご発展をお祈り申し上げま

すとともに、今後ともよろしくお願いいたします。 

○今村浩昭君・齊藤直信君・告坂和紀君・森本康文君 

喜讀宣友君・杉光定則君 

本日は㈱RKK メディアプランニングの早川様、夫人の

会 杉田様、渕田様、高宮様、堀川様、漆島様、古財

様、園田様、例会にようこそおいでくださいました。

本日のフォーラムよろしくお願いいたします。 

○渕田俊郎君・堀川貴史君・漆島典和君・坂本研一君 

古財良一君・園田修司君・藤見泰之君・坂本幸樹君 

 北口 誠君・大津英敬君 

 夫人の会の皆さま、本日はご出席くださりありがとう

ございます。皆さまの日々の支えに私たちは健康でい

られます。感謝の心を込めてスマイルいたします。 

○高宮 宏君 

 先日のコンペは盛会で大変楽しいゴルフ会でした。天

候良し、メンバー良し、スコア悪しの一日でした。ま

た、本日のご夫人方のご来訪、お忙しい中ありがとう

ございます。永井富士雄会員の復帰、お慶び申し上げ

ます。 

○杉田辰彦君 

 久しぶりに皆さんに会いにきました。さぼってばかり

ですみません。今日はうれしく思っています。よろし

くお願いします。 

○寿崎 肇君 

 久しぶりの出席です。今日から皆勤したいと念じてお

ります。ありがとうございます。 

○永井富士雄君  Ⅲ 

 2 月 8 日に足を骨折し、一ヶ月間入院加療しました。

その後リハビリに務め、本日久しぶりに出席すること

ができました。健康の大事さを痛感しております。こ

の間、例会他いろんな行事に出席できず大変申し訳な

く思っています。お詫びのスマイルです。 

○野間和子君 

 先日の台湾では、あまりにも皆さまからやさしく接し

ていただき、調子に乗って飲みすぎました。参加され

た皆さま、特にご迷惑をおかけした野口さんごめんな

さい。反省のスマイルです。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%95%99%E8%A8%93&action=edit&redlink=1
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○藤見泰之君 

 「至誠通天」（しせいてんにつうず）。吉田松陰の言葉

で「誠を尽くせば願いは天に通じる」という意味です。

様々な場面において、誠は常に変化をしているかと思

いますが、自身の人格向上となる誠を選び取り、人生

円満を目指していきたいと思います。 

  

 

 

 

 

 

●戦略委員会・60周年実行委員会クラブフォーラム（2） 

 「6/16（土）創立60周年記念式典について」  

漆島典和君 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫人の会の皆さま、ご来訪及びフォーラムのご参加あ

りがとうございました！ 

【例会予定】 

 5/21 吉田圭秀様（陸上自衛隊第 8師団長） 

 5/28 田中慎一朗様（熊本市教育委員会） 

 

◆4/19（木）今村年度ゴルフコンペ＠チサン CC 御船 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順
位 

参加者 アウト イン グロス ﾊﾝﾃﾞｨ ﾈｯﾄ 

1 ✩近森栄太郎 51 43 94 24.0 70.0 

2 古財良一 48 52 100 28.8 71.2 

3 後藤 博 38 40 78 6.0 72.0 

4 原 裕一 58 51 109 36.0 73.0 

5 坂本研一 45 42 87 13.2 73.8 

✩近森栄太郎会員、優勝おめでとうございます！ 

尚、5 位以下のお名前他はご名誉のため省略いたします。 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 HIV 感染した女性を支援するローターアクトの活動が

最優秀賞に 

 2018 年「ローターアクト卓越したプロジェクト賞」は、

起業スキルを教えることで HIVに感染した女性たちの

自立を支援するプロジェクトを実施したスリランカ

の Edulink International Campusu ローターアクトク

ラブに贈られました。このクラブは、女性たちが自分

でつくった商品を販売できるサイト「Dream Store」（ド

リームストア）を立ち上げ、売り上げが直接女性たち

の銀行口座に入るようにしました。プロジェクト企画

段階で、クラブはまず女性たちと会って各自のスキル

を調べました。その後、地元の専門家やロータリアン

と協力して、女性たちのスキルをさらに伸ばしたり、

https://www.facebook.com/edulink.rotaract.club/
https://www.facebook.com/edulink.rotaract.club/


 4 

新しいスキルを教えたりしたほか、経営の基本と家計

管理についての研修も行いました。さらに、スリラン

カの大手ギフトショップを含む複数企業と提携して

女性たちの商品を販売し、顧客ベースの確保を支援し

ました。また、女性たちの才能を広く紹介することで

商品購買を通じた支援を呼びかけたほか、HIV とエイ

ズに対する偏見をぬぐうための啓発イベントを開催

しました。 「（彼女たちは）前は仕事が見つからず、

どこにも採用してもらえませんでした」と話すのは、

クラブの元会長、ニプン・ペイリスさんです。今回の

表彰で「努力が報われた」とペイリスさん。「クラブ

の達成をとても誇りに感じています」 多地区合同プ

ロジェクトの最優秀賞は、45 カ国以上の 115地区、ロ

ーターアクター24,000 人の協力と奉仕プロジェクト

立案を推進する多地区合同組織、European Rotaract 

Information Centre（ヨーロッパ・ローターアクト情

報センター）に贈られました。この組織は、多くのプ

ロジェクトの情報を集めて検索可能なライブラリに

アップロードすることで、「協力クラブ探し」ツール

を提供。奉仕や友情など関心を共有するクラブ同士を

結びつけています。今年度の賞には、470 以上のプロ

ジェクトが 59 カ国から応募されました。単一クラブ

のプロジェクトと多地区合同プロジェクトとして、上

記 2 つが最優秀賞に輝いたほか、6 つの各地域から優

れたプロジェクトが選ばれて表彰されました。最優秀

賞には将来の活動資金としてそれぞれ 1,000ドルの賞

金が贈られ、トロント（カナダ）で開かれるローター

アクト大会前会議でプロジェクトについて発表する

機会が与えられます。各地域の優秀賞に選ばれたのは、

以下のクラブです。 

アジア・パシフィック地域：Makati San Miguel ロー

ターアクトクラブ（フィリピン） 

Makati San Miguel ローターアクトクラブ（フィリピ

ン）の「Mini-Hackathon and PechaKucha プロジェク

ト」では、情報テクノロジー分野の専門家、ビジネス

リーダー、コーチ、地域社会のリーダーの力を借り、

地元が抱える問題を解決する新しいアプリを開発。イ

ベントで 3つのプロトタイプの試験が行われ、機能が

実証されました。一つめのアプリは緊急時に病院、避

難所、消防署を見つけるもの、二つめのアプリは参加

者が就職フェアのために履歴書をつくり、条件のあう

雇用者と結びつくことができるもの、3 つめのアプリ

は洪水時に被災地にいち早く物資を届けるため、通行

可能な道を輸送トラックに知らせるものです。 

南アジア地域：The Caduceusローターアクトクラブ（イ

ンド）  

インドの The Caduceus ローターアクトクラブは、炭

鉱業による悪影響が出ている地元の地域社会で

「Ground Reality Journey」プロジェクトを立ち上げ

ました。地元団体、政府、村人と協力して、健康診断

の提供、廃棄物分別システムの設置、保健教育セミナ

ーの実施、植樹、学校改善のための募金を行いました。 

ヨーロッパ・中東・中央アジア：Hippocrate ローター

アクトクラブ（モロッコ） 

モロッコの Imintlit村の学生たちが平均 10キロメー

トルの道のりを歩いて学校に通い、高い退学率の原因

となっていることを知った Hippocrate ローターアク

トクラブは、募金した資金で自転車を購入し、生徒た

ちに贈る「Action Velos」プログラムを開始。1 年以

内に、退学率は 45％から 23％に下がりました。 

 

 

 

 

 

 

サハラ砂漠以南アフリカ：St Jude’s Arusha ロータ

ーアクトクラブ（タンザニア） 

St Jude’s Arusha ローターアクトクラブ（タンザニ

ア）は、失業中の若者 12 人を対象に、さまざなな仕

事のスキルおよびスープとジュースの作り方を教え

るワークショップを実施。その後、ロータリアンの力

を借りて地元企業での 3カ月の有給インターンシップ

に若者たちを派遣。プログラム後には 6人が企業に正

式採用され、2人が地元で起業しました。 

 

 

 

 

 

 

ラテンアメリカ：Belo Horizonte-Leste ローターアク

トクラブ（ブラジル）  

ブラジルの Belo Horizonte-Leste ローターアクトク

ラブは、地元市民や教員ボランティアと協力して、大

学入試を控えた学生たちのための入試対策コースを

実施しました。学生たちはまた、美術館やアートギャ

ラリーを訪れる課外活動にも参加しました。 

米国・カナダ・カリブ海諸島：New Kingston, Jamaica

ローターアクトクラブ  

ジャマイカの New Kingston ローターアクトクラブは、

ロータリアンや保健専門家と協力して「Back to 

School Medical」プロジェクトを実施し、支援が行き

届いていない地域の学校の生徒たちに、無料の健康診

断、歯の掃除、眼科検診を提供しました。また、親た

ちへの保健教育も行いました。 

https://europe.rotaract.de/
https://europe.rotaract.de/
https://www.facebook.com/RotaractClubOfMakatiSanMiguel/
http://rccad2017.wixsite.com/rccaduceus
http://www.fb.com/rchippocrate
http://www.fb.com/rchippocrate
http://rotaract4520.com.br/belo-horizonte-leste/
http://rotaract4520.com.br/belo-horizonte-leste/
https://www.facebook.com/rotaractclubofnewkingston

