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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。まずご来訪者のご紹介からさ

せて頂きます。当クラブのスポンサークラブでありま

す熊本 RCより、創立 80 周年実行委員長の目黒純一（め

ぐろ じゅんいち）様と、副実行委員長の柳邉俊雄（や

なべ としお）様が創立 80 周年のお礼という事でお越

しいただきました。昨年の当クラブ創立 60周年の際に

は快く全員登録していただきましたので、当然ながら

当クラブも全員登録させて頂き、私も出席させていた

だきましたが、さすがスポンサークラブ。本当に素晴

らしいものでした。まず、100 人という会員数と、記念

事業の寄付の額に驚かされましたし、記念講演もテー

マにそった興味深いものでした。20 年の歴史と伝統の

差を感じましたが、親の背中を見ながら我々も頑張っ

4/18 台北大同扶輪社創立 35 周年記

念式典 in 台北 

4/28 第 7 回全国インターアクト研究会 

    ＠福岡国際会議場 

5/12 会長ノミニー（2020-21 会長）研修

セミナー＠ホルトホール大分 

5/17 第 3回熊本市域RC会長・幹事会 

    ＠ホテル日航熊本 

5/20 第 6 回クラブ協議会（現・新合同） 

    ＠ホテル日航熊本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０回例会記録（通算第 2801 回）  

平成 31（2019）年４月８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 

目黒純一様 

（熊本 RC創立 80周年実行委員長） 

柳邉俊雄様 

（熊本 RC創立 80周年副実行委員長） 
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4 月 10 日（水）職場訪問＠テレビ熊本より。参加の皆さん、お疲れさまでした！  

ていきますので、今後ともご指導ご鞭撻をお願い致しま

す。先日バナーの交換をさせて頂きましたので、次の 90

周年にはぜひ当クラブのバナーもかけて頂ければと思

っております。後ほどご挨拶頂きますので宜しくお願い

致します。 

そしてうれしいニュースがあります。本日より、ひか

りタクシーグループの寺本光秀（てらもと みつひで）

会員が仲間に加わります。寺本君は、私の中学、高校の

同級生で大親友です。だいぶ前から勧誘しておりました

が、仕事が忙しいという事でずっと断られておりました

が、昔からの腐れ縁でもあるし、私が会長になったのだ

から何とかお願いということでやっと首を縦に振って

いただきました。男気があってリーダーシップもあるの

で南クラブにとって絶対必要な人物になると思います。

ちょっと言いすぎましたが、皆さん宜しくお願い致しま 
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す。それから本日の卓話は会員卓話ということで坂本幸

樹会員にお願いしております。人を楽しませることに関

しては右に出る者がいないということで今期は親睦活

動委員長をお願いしておりますが、ここまで当然ながら

よくやって頂いておりますが、まだまだこんなものじゃ

ないはずですので最後までみんなが触れ合う楽しい場

を作っていただくようお願い致します。坂本幸樹会員は

保険屋さんだけあって、「喜讀さんは後輩からいじられ

ても笑っていられる心の広い先輩でほんと尊敬してい

ます。」と先に保険をかけてからディスってくるので何

も言えずただ笑うしかないし、飲み会のカラオケでは私

の個性を引き出そうと、いまやテーマソングともなって

いる北島三郎さんの「まつり」をいれて「かっせい、か

っせい」と合いの手を入れてわが社の PR までしてくれ

ます。後輩ながら、友達のように接して頂き感謝と共に

尊敬しております。本日は、本業の保険のお話が聞ける

という事で楽しみにしております。企業にとって節税と

保険は切っても切れないものですし、急に制度が変わっ

たりするので、いまは何が最良なのか判断がつきません。

プロの中のプロがおすすめする話を今日は聞けると楽

しみにしております。本日は宜しくお願い致します。 

以上、会長報告とさせていただきます。 

 

出席報告（田中靖昭君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６１名 ３９名 66.10％    ７７.０５％ 

出席規定適用免除者 2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） 

 

 

 

 

 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.地区 RA より「ロータリー家族清掃活動開催のご案内」が届

いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願い

いたします。  

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。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 4 月 15 日（月）18：30～ 

[変更後] 4 月 14 日（日） 

[場  所] 西稜の森 

○東 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 4 月 16 日（火）12：30～ 

[場  所] NTT 西日本 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 16 日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 4 月 17 日（水）12：30～ 

[変更後] 4 月 21 日（日）8：00～ 

[場  所] 江津湖公園 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 18 日（木）13：00～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 24 日（水）18：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 24 日（水）18：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 25 日（木）12：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月30日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月30日（火）12：30～ 

 

定例理事会報告（喜讀宣友君） 

1.木下貴夫様の入会について ⇒承認されました。 

2.台北大同扶輪社創立 35 周年記念式典の記念品につい

て ⇒50,000 円（桑原雷声堂で手配） 

3.熊本南 RC 親睦旅行について 

⇒6/17（月）～6/18（火）長崎１泊予定。（出発は 6/17

例会終了後）費用は全額自己負担。 

 

熊本 RC 挨拶（目黒純一様・柳邉俊雄様） 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。3/9（土）に開催されました当

クラブ創立 80 周年記念式典には、全員登録また多数の

ご参加をいただき、ありがとうございました。お陰様を

もちまして無事終了することができました。熊本 RC は

敷居が高いとよく言われますが、決してそうではござい

ません。貴クラブとはすぐそばのクラブ同士でございま

すし、今後ともよろしくお願い申し上げ、お礼の言葉と

させていただきます。本当にありがとうございました。 
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新入会員自己紹介 第 1回目（寺本光秀君） 

 

 

 

 

 

氏名：寺本光秀（てらもと みつひで）君 

生年月日：昭和40年2月5日 

出身：熊本県 

勤務先：ひかりタクシーグループ 

趣味：スポーツ観戦 

推薦者：喜讀宣友君・倉崎保広君 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

 

  

 

 

 

今月は、母子の健康月間です。 

 それに関連して、7 頁から「命の重み、感じてますか？」

と題する特集が組まれており、横書の 13 頁に当 2720

地区佐伯 RC の「いのちの電話」の支援の記事が掲載

されています。 

 22 頁からと 32 頁から、連載記事米山梅吉記念奨学事

業の連載記事が掲載されていますので、ご確認くださ

い。 

 25頁からは、ロータリーの活用 webページが多数掲載

されていますので、ご確認ご活用ください。 

 縦書きは特にございません。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○目黒純一様・柳邉俊雄様（熊本 RC） 

3月9日に行いました、熊本ロータリークラブ 創立80

周年記念式典・祝賀会には、熊本南ロータリークラブ

会員の皆さまに全員登録をいただき、また多くのご参

加を賜りありがとうございました。お陰をもちまして

盛況のうちに無事終えることができました。感謝申し

上げます。 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君 

 熊本 RC 目黒純一様、柳邉俊雄様のご来訪を心より感

謝いたします。また、本日ご入会の寺本光秀さんを心

より歓迎いたします。そして、本日の卓話者 坂本幸

樹会員、いつも以上の軽快なおしゃべりを期待して、

2 年前から眠れませんでした。 

 

 

○塚本 侃君 

 当クラブへの来訪者 熊本 RC の目黒純一様、柳邉俊雄

様を歓迎いたします。 

○久峨章義君・後藤 博君・堀川貴史君・玉田光識君 

 永井富士雄君・漆島典和君・古財良一君・園田修司君 

 北口 誠君・告坂和紀君 

 当クラブへの来訪者 熊本 RC の目黒純一様、柳邉俊雄

様を歓迎いたします。また、新入会員 寺本光秀さん

のご入会を心よりお祝い申し上げます。そして、本日

の卓話者 坂本幸樹会員に心から感謝します。昨夜は

全員眠れませんでした。 

○齊藤直信君・井上雄一朗君 Ⅲ 

 熊本 RC 目黒会員のご来訪を歓迎いたします。80周年

記念式典の際は素晴らしいおもてなしをありがとう

ございました。また、学付 OB として今後も微力なが

ら母校発展のために寄与していきたいと思います。今

後ともよろしくお願いいたします。また、同じ学付 OB

の寺本さんの入会を歓迎いたします。学付メンバーを

今後増やしていきましょう。 

○高宮 宏君 

 本日のご来訪者 熊本 RCの目黒実行委員長を心より歓

迎いたします。日頃より公私ともにお世話になってい

ます。本当にありがとうございます。 

○原 裕一君・井上雅文君 

 寺本光秀様の入会を歓迎してスマイルいたします。寺

本先輩には青年会議所で大変お世話になりました。こ

れからもよろしくお願いします。 

○丸山浩之君 

 分刻みで稼ぎまくる男、坂本幸樹君の卓話を、耳の穴

かっぽじって一言も漏らさないようにします！ 

○三角雄介君 Ⅱ 

 このたび弊社株式会社エムロードの 5代目社長に就任

いたしました。創業 110年の歴史を重く感じています。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

○坂本幸樹君 

 本日は卓話がんばります。緊張のあまり昨日は 3時半

まで眠れませんでした。声が震えると思いますが、優

しい目で見守ってください。 

 

●会員卓話（告坂和紀君） 

「生命保険だぁーいすき！」 

 坂本幸樹君 
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◆4/4（木）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 4 日木曜日、熊本南 RAC 4 月第１回例会が開催さ

れました。メインプログラムは田中よしの会員（K＆I 

税理士法人 久峨税理士事務所）が担当され、お花見

シーズンということで、桜についてクイズ形式で学び

ました。知らない事がたくさんありました。 

 

【例会予定】 

 4/22 外部卓話 中嶋優愉様（LeGaime 熊本） 

 4/29 祝日のため休会 

 5/6  祝日のため休会 

 5/13 月間テーマ（青少年交換）卓話 園田修司君 

 5/20 会員卓話 井上雅文君 

 5/27 新入会員卓話 池﨑龍彦君 

 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 「人びとが安全な水を持続的に利用できるようにする

ために、ロータリーが新たな方法で挑む」 

 

  

 

 

 

 

 

安全な水、衛生施設や衛生リソースの不足は、世界で

最も大きな保健問題の一つです。これはまた、解決が

最も難しい問題でもあります。ロータリーはこれまで

何十年にもわたり、井戸を掘り、配管工事を行い、浄

水設備を整え、流し台やトイレを設置するなどして、

人びとが安全な水を利用できるよう支援してきまし

た。しかし最大の課題は、このような設備が整えられ

た後にあります。それは、はじめにプロジェクトが成

功してもゆくゆくは失敗に終わるケースゆくゆくは

失敗に終わるケースが頻繁にあるからです。コンサル

ティング会社「Improve International」社が集めた

データによると、サハラ以南のアフリカだけでも、機

能不全となった水道システムに関連する費用の累計

額は、さまざまな団体を合わせて 12 億～15 億ドルに

上ると推定されています。アフリカ、南米、南アジア

の一部では、まるで持続不可能となった奉仕プロジェ

クトの証とでもいうように、錆びた給水ポンプや老朽

化した衛生施設があちこちに見られます。独立して調

査を行った「Aguaconsult」社による 2013年の報告で

は、ロータリーが実施したプロジェクトでのこのよう

な問題が取り上げられました。また、より効果的なプ

ロジェクトを計画する上での持続可能性の重要性に

も触れられています。ロータリーがここ数年、活動の

焦点を教育、協力、持続可能性に転換したのもこれが

一つの理由となっています。 

 

 

https://www.theguardian.com/society/katineblog/2009/mar/26/water-projects-wasted-money
https://www.theguardian.com/society/katineblog/2009/mar/26/water-projects-wasted-money
http://www.improveinternational.org/2012/10/25/sad-stats/
http://www.washplus.org/sites/default/files/WashSustainabilityIndex.pdf

