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【来訪者紹介】 

  ◎熊本第一グループガバナー補佐  末安俊治様 

◎熊本城東ロータリークラブ    鍋島一起様 

 

  末安俊治様 

  皆さんこんにちは。1月の IMではお世話になりました。 

  今日はその御礼をお伝えしたくお伺いしました。とくに 

  田原会員、村上会員、中島会員にはグループディスカッシ 

ョンにてご協力いただきました。無事に終わることができ 

ました IMですが収支決算しましたところ、96,000円ほど 

余りました。よって 24,000円を 4クラブに返金させてもら 

いました。ご報告させていただきます。 

 

 

  鍋島一起様 

  城東 RCの鍋島です、本日は私共の 30周年の記念式典のご案 

  内にあがらせてもらいました。3月 31日、ホテルキャッスル 

での開催を予定しております。皆様に喜んでもらえるよう思 

考を凝らして準備を進めておりますので、玉名 RC様からも 

沢山のご参加をお待ちしております。もうひとつ、わたくし 

地区の幹事も努めておりまして 3月 16・17日の地区大会です 

が現在 1,100名のご登録をいただいております。まだご登録が 

お済みでない方、どうぞ宜しくお願いします。 
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玉名ロータリークラブ週報 
20１７

～  
201８ 

玉名ＲＣメールアドレス jimu@tamanarc.org 

   ホームページ http://www.tamanarc.org/ 



【新入会員 入会式】 

  ◎新会員         吉田彰男会員  

  ◎同上 RCアドバイザー 鶴田会員 

 

  熊本第一信用金庫の玉名支店から吉田でございます。 

  河田前支店長から引き継いで玉名クラブに入会させ 

  ていただきます。わからないことだらけですが、鶴 

  田アドバイザーから教えてもらいながら頑張ってい 

  きますので宜しくお願いします。 

 

 

 

【会長の時間】 本田会長エレクト 

皆さんこんにちは、今日は吉永会長が所要のため 

会長代理を務めさせていただきます。まずは私の今 

年の目標ですが玉名ロータリーの名を汚さぬよう 

会長職務の遂行です。はじめての会長の時間で宜し 

くお願い致します。最近寒い日が続いて体調管理が 

難しいと思います。風邪やインフルエンザ A型 B型 

が流行してるとテレビや新聞当で報道されていま 

すので皆様も気おつけてお過ごしください。余談で 

すが 20日ぐらい前に私が B型にかかりました。  

    

また今週になって各地で異常気象や災害が発生して 

います。福井県坂井市では豪雪で車両が立ち往生している国道８号沿いにある「餃子の王将」丸岡店が 

７日、ドライバーたちに無償で約５００人前の料理を届けたそうです。その裏には副店長の、阪神大震災

の記憶があったそうです。またいつか大きな災害が襲ってくるかわかりません。非常食の備えを怠っては

いけないと思いました。2 月 8 日で検索したところ郵便局のマークがヒットしましたので紹介します。8

日は〒マークの日だそうです。今から約 130年前、1887(明治 20)年のこの日、逓信省(後の郵政省、現在

の日本郵政グループ)のマークが逓信の「テイ」に合わせて甲乙丙丁の「丁」に決定したということです。

しかし万国共通の郵便料金不足の記号「T」と紛らわしいことがわかり、6 日後の 14 日に、「テイシンシ

ョウ」の「テ」を図案化した「〒」の誤字だったことにして変更したそうです。   

   

       

 

【幹事報告】渡邉幹事 

    ○荒尾 RCより例会変更のお知らせが来ています。 

日時：平成 30年 2月 14日（水）職場例会 12：30～ 

場所：だいふく （大牟田市有明町 2丁目 1-3） 

  ○熊本菊南 RCより例会変更・取り止めのお知らせが来ています。 

日時：3月 14日（水）⇒3月 16日・17日地区大会へ変更 



3月 21日（水）⇒祭日週休会 

3月 28日（水）⇒22 日（木）18：30～米山奨学生郭暁萌さん送別会場所未定 

  ○国際 R第 2027地区より 2018～2019度 地区研修・協議会 開催の案内が来ています。 

日時：4月 8日（日） 

会場：ホルトホ－ル大分 

＊出席義務者（2018～2019年度での名称） 

 ・ガバナー補佐・地区研修委員会・地区部門長・地区委員長・地区委員 

 ・クラブ会長・幹事・核当分科会委員長もしくは委員 

○荒尾 RCより、1/21に開催された IMで余剰金の返金があります。金額 24,000円です。 

○米山記念奨学会より、確定申告用領収証が来ています。 

○（株）熊平製作所 会長 熊平 雅人様より、抜萃のつゞり その七十七が来ています 

○国際 R第 2720地区 地区研修・協議会プログラム（案）が来ています。 

○ガバナー月信 VOI．8が来ています。 

○熊本菊南 RC３０周年記念誌が送付されています。 

 

 

 

【委員会報告】 西嶋委員長 

ロータリーの友 1月号・2月号からピックアップ記事の紹介 

 ・1月号左から 8～11ページ  「職業奉仕について考える」茅ヶ崎湘南 RC松宮剛会員 

 ・2月号右から 9～12ページ  「早朝例会でラジオ体操」 パワー浜松 RC 

 

 

 

【スマイル報告】鶴田副委員長 

   第 2720地区幹事城東 RC鍋島一起様・・・玉名 RCの皆様、本日は貴重なお時間ありがとう 

ございました。30周年記念式典へのご参加よろしくお願い申し上げます。 

第 1 グループ G 補佐末安俊治様・・・１月２１日の IM 開催につきましては、多努の会員様に参加頂きあ

りがとうございました。本日は、お礼に伺いました今後ともよろしくお願い致します。 

吉田彰男会員・・・本日から会員になりました。熊本第一信用金庫の吉田でございます。 

頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します。 

  本田エレクト・渡邉幹事・・・末安 G補佐・城東 RC地区幹事鍋島様のご来訪心から歓迎致します。 

本日の会長の時間ありがとうございました。村上会員、渡邉会員卓話よろしくお願いします。 

田中さん・・・１/７環境整備功労者知事表彰を受けさせて頂きました。仕事で先に失礼します。 

杉谷さん・・村上会員、渡邉会員、卓話ありがとうございます。 

本日、仕事の為途中で早席します。申し分けありません。 

吉岡さん・山田司さん・鶴田さん・大石さん・高木幸さん・松﨑さん・福田さん・深見さん・吉田光さん・・・

地区幹事鍋島様・末安 G補佐様のご来訪心から歓迎致します。 

熊本第一信用金庫玉名支店吉田彰男様ご入会おめでとうございます。よろしくお願いしま

す。村上会員、渡邉会員、卓話よろしくお願い致します。 

千蔵さん・渡邉知さん・高木さん・・・地区幹事鍋島様・末安 G補佐様のご来訪心から歓迎します。 



末安 G補佐毎回ご苦労様です。後半期頑張ってください 

  

                        前回までの累計   ￥576，000 

 今     回   ￥ 22，000 

合     計   ￥598，000 

 

 

【出席報告】鶴田副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【今後のプログラム予定】 

   卓話 江本貴美子氏 

      公益社団法人 全日本きものコンサルタント協会熊本県会員代表 

 

 

【国際奉仕セミナー】  

  ◎渡邉幹事 

  国際奉仕の小山委員長、また代打である吉永会長も 

ご欠席だということで、私が話させていただきます。 

タイでの放置自転車贈呈プロジェクトについて吉永 

会長のを代読させていただきます。 

 

今年度の国際ロータリー財団のテーマとしまして人道 

的奉仕活動の充填・増加とあります。これに基づいて 

第 2720地区永田ガバナーの方針として、地区補助金制 

度を使い海外での人道的支援活動に参加しようとあり 

ます。そのスローガンのもと吉永会長はタイへ放置自転車の贈呈を立案されました。昨年理事会で承認さ

本
日
の
出
席 

会員数 52（48）名 

欠
席
者 

嫩 廣田 井上 古賀 宮本 村田 

前島 野田 小関 小山 志賀  

坂梨 品川 瀧川 浦田 上村  

上田継 吉永 山村 

 

出席数   29名    

出席率 58.33％ 

前
回
の
出
席 

前回出席数 34名        
前
回
の
メ
ー
ク
ア
ッ
プ 

 

修正出席数 34名 

修正出席率 69.39％ 

出席規定適用免除者         7名 



れ財団の地区補助金制度へ申請し、現在タイのスリウォン RC への送金も済ませております。プロジェク

トの準備も進めており、今月 26日の贈呈式を予定しております。吉永会長がお仕事でタイへ行かれた際、

日本人のロータリークラブがあると聞いて、そこの例会にメークアップで参加されました。バンコクスリ

ウォン RCといいます。 

 

バンコクスリウォン RC http://suriwongrc.blogspot.jp/ 

 

タイと日本の架け橋となるべくオール日本語の在タイクラブです。20 名の会員が在籍されてます。バン

コクスリウォン RCで行われている事業は、①放置自転車贈呈プロジェクト ②図書支援プロジェクト 

③浄水器設置支援プロジェクト、この 3点を日本のロータリークラブに支援を募っています。 

 

今回わが玉名 RC では放置自転車贈呈プロジェクトを実行する運びとなりました。タイには 13500 の中高

校があり約 400万人の生徒が通っています。が、通年通して炎天下の中、その多くが交通手段をもたず遠

距離での通行を強いられています。このような過酷な通学環境を少しでも緩和すべく、日本の放置自転車

をタイ国の学校へ贈呈し、学校を通じて生徒たちに貸し出すものです。 

 

日本からコンテナ船で 400 台の放置自転車を運び、 

タイにて不良品・整備不足等の修理をおこないます。 

整備完了後、ソンクラーケン県の中高校に寄贈します。 

タイ国政府の社会福祉省社会福祉局に割り振りをお願 

いし、1校あたり 10～30台となるそうです。贈呈式当 

日にはソンクラー県県知事出席のもと盛大にとりおこ 

なわれます。 

 

今回、このような国際奉仕・社会奉仕・職業奉仕を実践 

することで、玉名クラブの公共イメージの向上し楽しい 

クラブ活動ができればと思い提案させていただきました。 

さらに今後も継続事業となりますよう、ご理解ご協力を 

賜りたいと願います。 

 

 

  ◎村上会員 

  私は 4、5年前に地区の国際奉仕委員長を務めておりま 

した。そのときに前国際奉仕委員長さん、社会奉仕委員 

長さんにお集まりいただきまして、今までおこなってき 

た国際奉仕、社会奉仕の事例集、さらに現在とりおこな 

っている奉仕事業のアンケートをまとめました。その中 

から一部紹介させていただきます。 

 

 

 

http://suriwongrc.blogspot.jp/


◎熊本西陵 RC 

アフリカのギニアにランドセルを送る事業です。地区補助金を活用され 500 個の送る予定が 1800 個集め

ることができたのですが運賃がかさんでしまい、結果予算オーバーということでした。 

 

◎大分南 RC 

フィリピンのセブ島へ給水タンクの設置を行いました。フィリピンでは地方には政府の手が届かないとい

う現状でして次年度も継続しておこなうということでした。 

 

◎熊本城東 RC 

ベトナムの学校にパソコン・プロジェクター分 100万円を送られました。その学校は雨季になると校舎が

水没してしまうということですので、体育館へ移動するための渡り廊下も造ってあげたそうです。 

 

◎宇佐八幡 RC 

フィリピンの助産所に緊急車両代 150 万円を送られました。道路事情が悪いのでサイドカー付きオート

バイ 30万円もあわせて送られたそうです。 

 

◎荒尾 RC 

毎年長洲の日立造船所で働いておられる外国人に日本のカレンダーを配られてます。このカレンダーが好

評でして皆さん喜ばれるということで、いい友好を築いておられるそうです。 

 

◎どのクラブかがわかりませんが、台湾のロータリークラブと人事交流されてまして、台湾のダムの周辺

に桜の植樹を続けてらっしゃるということでたいへん喜ばれているそうです。 

 

◎大分南 RC 

同インターアクトクラブと一緒に、地元の福徳学院高等学校の卒業した生徒さんが履かれていたグラウン

ドシューズ・体育館シューズを、カンボジアの子どもたちに毎年送られてます。現地からは感謝の写真が

送られ、この活動はインターアクトの会員にもいい影響を与えてるそうです。 

 

このアンケート集は事務局に置いてあります。今後の国際奉仕・社会奉仕のために是非活用していただき

たいです。 

 

 

 

【村上会員より】 「18歳と 81 歳の違い」 

◎恋に溺れるのが 18歳、風呂で溺れるのが 81歳  

◎道路を暴走するのが 18 歳、道路を逆走するのが 81歳 

◎心がもろいのが 18歳、骨がもろいのが 81歳  

◎まだ何も知らない 18歳、もう何も覚えていない 81歳 

◎東京オリンピックに出たいと思うのが 18歳 

東京オリンピックまで生きたいと思うのが 81歳  

◎自分を探している 18歳、皆が自分を探している 81歳  


