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令和４年（2022）年１１月２１日 
斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング  

「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

野間和子様（SOMPO クレジット株式会社代表

取締役社長） 

川合由美様（熊本国府高校 IAC 顧問） 

 

 

SOMPO クレジット株式会社 野間和子様、卓話をありがとうございました！ 

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、こんにちは。本日は野間和子さんに無理を言って、

西川プログラム委員長と何とかお願いし、卓話を引き受けて頂

きました。野間さんの卓話は今年度の早い時期に決まっていま

したが、皆さまにサプライズとして伏せておきました。本日加

藤会員が出張で欠席なのは残念です。久々にお会い出来るのを

楽しみにしておりました。本日はダイバーシティとインクルー

ジョン「多様性 受容・包括の意味」についてという事で、本年

度の RI の目標テーマと一致した内容になっています。卓話楽し

みにしています。後ほどよろしくお願い致します。 

さて、先週の台湾 3523 地区からのお客様 11 名の方々の例会

訪問につきましては、急なご訪問にもかかわらず、スムーズに

対応して頂き感謝申し上げます。今回の訪問の目的は、比較的

新しいクラブが多く、次年度に向けて 2720 地区でまだ姉妹クラ

ブを締結していないクラブと姉妹クラブ、もしくは友好クラブ

を 

 

 

第１７回例会記録（通算第 2908 回）  

mailto:info@kumamoto-southrc.org


 2 

を結びたいとの意向だとお聞きしました。当日の夜は松

葉にて懇親会が開かれ、更に友好関係が増したように思

います。懇親会に参加された皆様、大変お疲れ様でした。  

最後に理事会報告ですが、台湾地震についてのお見舞

金 50 万円の拠出について、先方からのお願いで今回は

拠出しないこととしました。また、年始 1 月 16 日（月）

1 回目の例会を、1 月 6 日（金）「熊本市域 RC 新春合同

例会」に振り替えることが承認されました。お間違えの

ないようにお願いいたします。 

 以上、会長報告です。 

 

 

幹事報告（三角雄介君） 

ございません 

 

例会変更のお知らせ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 29 日（火）12：30～ 

 

熊本国府高校 IAC ご挨拶及び寄付金の贈呈 

（熊本国府高校 IAC 顧問 川合由美様） 

 

  

 

 

 

皆さま、こんにちは。日頃より熊本国府高校 IAC の活

動にご支援ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

国府高校では先月、創立80周年の文化祭が開催され、イ

ンターアクトクラブでは手作りの小物を作成・販売しま

した。本日はその売上金を寄付としてお持ちしました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

☆寄付金（5千円）は R 財団へ寄付いたします。ご協力

ありがとうございました。 

委員会報告 

●親睦活動委員会（森本康文君） 

  

  

 

 

 

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会よりご案内で

す。12/5（月）年次総会・年忘れ家族会の出欠回答は

本日が締め切りとなっております。今年最後のイベン

トですので、是非多数のご参加をよろしくお願いいた

します。 

 

●R 財団委員会（喜讀宣友君）  

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。今月は R 財団月間です。それ

に伴い、R 財団委員会より 100 ドル寄付のお願いをご

案内しておりますが、明日（11/22）が申し込み締め

切りです。任意ではございますが、是非多数のご協力

をよろしくお願いいたします。 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君）  

  

 

 

 

 

  R の友11月号のご紹介です。P.5、RI 会長メッセー

ジ「心を込めてロータリーのストーリーを共有しよ

う」より、アメリカの活動家 マヤ・アンジェロウ氏

の言葉「あなたの言葉は忘れ去られることでしょう。 

あなたの行いは忘れ去られることでしょう。しかし、

あなたが与えた感動は決して忘れ去られることはな

いのです。」を思い出されるそうですが、ではどうす

れば人々にロータリーの感動を与えられるのか？そ

れはロータリー・モメントを共有することで、私たち

一人一人がロータリー・モメントを体験しており、日

常の日々の中で何か偉大なことを成し遂げようとい

う意思との出会いだと話されています。P.7～18、ロ

ータリー財団月間の記事です。P.8、女性の尊厳を再

認識しよう 大規模プログラム補助金「ナイジェリア

の家族の健康に寄り添う」より、このプログラムは過

去2番目の大規模プロジェクトで、200万ドルの授与が

決定しています。ナイジェリアは世界の妊婦死亡の

出席報告（中嶋亜志火君）                  

会員数 出席数 出席率 

６５名 ４５名 ７０．３１％ 

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） 
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23％、新生児死亡の11％を占めているそうです。P.12

～13は最近のプロジェクトの紹介です。エチオピア

「基本的教育と識字率向上、平和構築と紛争予防」、

P.9はイタリア「疾病予防と治療」の記事です。読ん

でみてください。P.14～15は冠名基金についての紹介

です。寄付のやり方の一つ目は「年次基金」ですが、

これはロータリー財団の活動資金となります。もう一

つは恒久基金です。これは寄付を元金として投資に回

し、利用可能な収益が活動資金となるシステムで、冠

名基金として恒久基金にすれば永久に名前が残るわ

けです。しかしこれには25,000ドル以上の寄付が必要

です。P.19～25には来年の国際大会があるメルボルン

の紹介です。P.26～29、インターアクターの政治の仕

組みに触れる記事です。熊本市長選も昨日終わりまし

たが、18歳から20代の若者の投票率が気になります。

P.30～39は「友」1970～80年代までの歴史です。P.35

に1982年、日本から2人目の RI 会長 向笠廣次氏（中

津 RC）の紹介です。P.39には1989年に RI が女性の入

会を認めた記事です。P.46、米山奨学生 鐘宇翎さん

の記事です。熊本大学院生で世話クラブは八代南 RC

です。P.48、2024-25年度 RI2人目の女性会長 ステフ

ァニーA.アーチック氏（アメリカ ペンシルベニア州 

マクマリーRC）の紹介です。 

  縦書き P.15、俳壇に大分宇佐 RC 磯水喜八郎会員、

柳壇に熊本中央 RC 波佐間英樹会員の句が出ています。  

 P.23,八代南 RC の球磨川一斉清掃活動、P.25に我がク

ラブの熊本県水球競技大会の記事が出ています。原 

青少年奉仕委員長ありがとうございました。P.27「声」

のコーナーに人吉中央 RC 岡本光雄会員の意見が掲載

されています。 

 

●スマイルボックス（大津英敬君） 

○野間和子様（SOMPO クレジット株式会社） Ⅹ 

 今日は久しぶりに皆さまにお会いできるとワクワク

楽しみにして東京から参りました。拙い卓話ですがど

うぞよろしくお願いいたします。 

○北口 誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川 久君 

告坂和紀君・丸山浩之君 

本日は国府高校 IAC 顧問 川合先生にご来訪いただき

ありがとうございます。IAC 活動では大変お世話にな

っております。また、本日の卓話者 野間和子様のご

来訪を大歓迎いたします。野間さんには本日卓話のた

めだけにわざわざ遠方よりお越しいただきました。お

土産のクルミっ子もありがとうございます。野間さん

お帰りなさい！ 

 

 

 

○玉田光識君・喜讀宣友君 

 野間さん、お帰りなさい！皆楽しみに待っていました。

卓話よろしくお願いします。また、国府高校 IAC 顧問 

川合先生を歓迎いたします。 

○高宮 宏君 

 野間さんのご来訪を大歓迎します！益々おきれいに

なられ東京での日々が充実しているか伺えます。今日

は熊本の夜を楽しんでください。 

○渕田俊郎君・漆島典和君・古財良一君・坂本幸樹君 

 森本康文君 

 国府高校 IAC 顧問 川合先生のご来訪を歓迎します。

また、本日の卓話者 野間さん、お久しぶりです！我

がクラブ第一号の女性会員です。お話を楽しみにして

おります。少しお若くなられたようですね。 

○久峨章義君・後藤 博君・井上雄一朗君  

 国府高校 IAC 顧問 川合先生のご来訪と、久しぶりの

野間さんのご来訪と卓話に感謝してスマイルします。

お話を楽しみにしていましたが、後藤は仕事のため早

退することをお許しください。 

○永井富士雄君・河津延雄君・園田修司君・馬場大介君 

 井上雅文君・西川尚希君・川崎 博君・野田和宏君 

 大津英敬君 

 国府高校 IAC 顧問 川合先生のご来訪を歓迎いたしま

す。野間さんお帰りなさい！久しぶりの再会にかつて

家族会でのカミナリ様のかつら姿を思い出します。本

日の卓話も期待しています。 

○谷口英樹君 Ⅴ 

 先日 19 日、長女の結婚式を無事終えることができま

した。27 年大事に育てた娘を送り出すのは寂しい気持

ちでしたが、笑顔溢れる結婚式で家族も増えたと思う

と最高でした。また、本日の卓話者 野間様、どんな

武勇伝が聞けるか楽しみで昨夜は眠れませんでした。

本日はよろしくお願いします。 

○田中裕司君 

 9～16 日でエジプトに行ってまいりました。アブシン

ベルからカイロまで一週間エジプトを堪能してきま

した。ツタンカーメン発見からちょうど 100 年という

ことで、ミイラとゴールドマスクを観ることができて

よかったです。ピラミッドの中にも入りましたが、何

かパワーを充填されたようですので、私に近づく時に

は気を付けてください。 

○渡辺 茂君 

 今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

です。 
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●外部卓話（西川尚希君） 

 「D＆I の現状と課題」 

野間和子様（SOMPO クレジット株式会社）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■11/22（火）熊本南 RAC 例会 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 22 日（火）、熊本南 RAC11 月第 2 例会が国際交流

会館にて開催されました。メインプログラムではクラ

ブ奉仕を目的としてスイカの栽培方法や品種の知識、

歴史などをクイズ形式で学びました。 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

「世界中で活躍する-世界を変える行動人-」 

＜ドミニカ共和国＞ 

 

 

 

 

国内の他地域と同様に、ロス・ココス・デ・ジャカグ

アは住居に適した住宅と衛生インフラの不足という

問題に直面しています。サンティアゴ・モニュメンタ

ル・ロータリークラブは 15 年にわたり、ロータリー

地域社会共同隊と連携して地域社会のニーズに対処

し、図書館、コミュニティーセンター、遊び場、金融

協同組合などを創設してきました。何百ものトイレを

設置し、医療を提供しました。多くのプロジェクトで、

第 7710 地区（ノースカロライナ州）の国際的パート

ナーと連携しています。同クラブはファミリータイプ

の住宅の建設に着手し、2 月の時点で 9 軒を完成させ

ていますが、1 軒につき約 1 万ドルの費用がかかって

いるとクラブ会員のデイヴィッド・クロウさんは説明

します。「国際パートナーが一時に 1 週間ずつ滞在し

て建設作業に協力してくれています」とクロウさん。

「この協力関係は、平和を促進し、地元のロータリア

ンや地域社会と一緒に暮らし、一緒に働く機会をロー

タリアンに提供するのに大いに役立っています。」 

 

＜ルーマニア＞ 

 

 

 

 

危険運転にブレーキをかけるために、先頃ビストリ

ア・オムニア・ローターアクトクラブは警察と運転学

校と提携して、トランシルヴァニア北部の都市に自動

車事故シミュレータを設置しました。「最高速度が時

速約 30 キロの移動式プラットフォームに記載された

シートベルトつきの運転席です」と、同クラブの前会

長であるクリスチャン・二ストールさんは説明します。

「停止バーに衝突して、事故の疑似体験ができるよう

になっています。」この装置はトゥルグミュレーテ

カ・ローターアクトクラブが作成しました。インター

アクトクラブやロータリークラブもこのプロジェク

トに協力しています。5 月に行われたあるシミュレー

ションイベントでは、「命を大切に、安全運転をしよ

う」イニシアチブで約 200 人が安全運転の意識を試さ

れました。「シートベルトの重要性と、車の衝突事故

でスピードが及ぼす影響を思い知らされます」と二ス

トールさん。 


