
ｇｔｂ 

 

 

 

 

Ｒ Ｉ 会 長 ■  イアン H.S .ライズ リ ー 
地区ガバナー ■ 永 田 壮 一 
会 長 ■ 吉 永 博 之 
幹 事 ■ 渡 邉 太 朗 
公共イメージ向上・IT 委員長 ■  西 嶋 興 生 

 
例会日■毎週木曜日／PM12:30～13:30 
例会場■〒865-0061 熊本県玉名市立願寺 50-1司ロイヤルホテル内 

TEL(0968)73-8888  FAX(0968)73-8008 
事務所■〒865-0061 熊本県玉名市立願寺 540-1安東アパート 102号室 

TEL(0968)73-3399  FAX(0968)74-3939 

 

平成２９年７月１３日 №２３５０ 

 

◎新会員紹介～ようこそロータリーへ～ 

  前島信博会員 職業分類：船舶加工業 

  （本日は都合により欠席） 

 

【来訪者紹介】 

 ・荒尾ロータリークラブ 

  ガバナー補佐：末安俊治様、会長：石崎信雄様、幹事：角町博記様 

  直前会長：鴻江和洋様、直前幹事：那須敏様 

   

・玉名中央ロータリークラブ 

  前ガバナー補佐：犬束美尚様、会長：秋吉克洋様、幹事：宮本和子様 

直前会長：多田視範様、幹事：中山大輔様 

 

【来訪者挨拶】 

 荒尾ロータリークラブガバナー補佐、末安様 

 「末安です、いろいろ相談することもあるかと思いますが 

 １年間宜しくお願いします。」 

 

 荒尾会長、石崎様 

 「RC 在籍１９年で５０歳になります。 

  どうぞ１年間宜しくお願いします。」 

 

 荒尾幹事、角町様 

「RC 在籍３年８カ月です、製造業やってます。 

  石崎会長を盛り上げていきたいと思います。 
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  １年間宜しくお願いします。」 

 

 荒尾直前会長、鴻江様 

 「前ガバナーの杉谷さんがここにいらっしゃらないのが残念でなりません。 

ご冥福をお祈りします。昨年の５０周年はありがとうございました。 

  来年は荒尾が５０周年なのでよろしくおねがいします。１年間ありがとうございました。」 

 

 荒尾直前幹事、那須様 

 「昨年の鶴田会長、大石幹事には仲良くさせて 

いただきました。昨年１年間お世話になりました。 

 

 玉名中央ロータリークラブ前ガバナー補佐、犬束様 

  「昨年、とくに５０周年の大会ではガバナー補佐を 

仰せつかりありがとうございました。たいへん 

お世話になりました。」 

 

 玉名中央会長、秋吉様 

  「今年は私と宮本で進めさせていただきます。 

  例会会場も一緒ですので連携させていただくところは 

  連携してまいりたいと思います。 

  どうぞ１年間宜しくお願いします。」 

 

 玉名中央幹事、宮本様 

  「RC１０年目の宮本です。うちが例会日毎週水曜日です。 

  ご支援させていただければと思います。今年度は秋吉会長の 

もと再スタートしてまいります。宜しくお願いします。」 

 

 玉名中央直前会長、多田様 

  「昨年は体調おもわしくない中、鶴田会長と大石幹事には 

 アドバイスいただきほんとうにありがとうございました。」 

 

 玉名中央直前幹事、中山様 

  「昨年幹事を仰せつかりましたが、玉名さん、荒尾さんには 

何かとご迷惑おかけしたのではないかと思います。 

 １年間ありがとうございました。」 

 

 

【会長の時間】 吉永会長 

今日は、ガバナー月信の話をしたいと思います。 

今年の国際ロータリーのテーマを 「ロータリー：変化をもたらす」です。 

このことを、どのように伝えるかを RIでは、話し合ったそうです。  



その結果、重要なヒントはテーマの中にあるコロン（：）にある。 

このコロンに様々な助詞を入れていけば、イアン・ライズリー会長の 

想いが伝わるだろうということです。   

 

ロータリー が 変化をもたらす   

ロータリー と 変化をもたらす   

ロータリー に 変化をもたらす   

ロータリー は 変化をもたらす   

 

昨年 4 月に開催された規定審議会における決定は、今までのクラブ運営を一新するほどの大きな 

変化だったそうです。例会の頻度、場所、方法を選ぶためのより多くの裁量がクラブに与えられ 

ました。 

 

RIでは、2001年から 15年間様々な試験的プログラムを通して、クラブが決定できる柔軟性が 

多ければ多いほど、クラブに活気が生まれ、成長することがわかったと RI 事務総長ジョン・ヒュ 

ーコ氏は述べています。こうしたロータリーの変化に、私たちロータリアンも柔軟に対応していか 

なければなりません。 

 

しかしロータリーの基本的理念は 112 年間いささかも変わることなく受け継がれていかなくて 

はなりません。それは、「奉仕と親睦」 の理念であり、「超我の奉仕」の理念でもあります。 

  

前田年度の６月に当地区に、2720 Japan O.K. Rotary E Club が誕生しました。ネットで繋がる 50 名を

超えるロータリアンが誕生し一気に地区ロータリアン数が 2450名余りになりました。 

地区の員数が増えるということは地区が活性化されているという証拠にもなり、クラブもまた活性化 

すると思われます。   

 

そこで、今年度も会員増強に力を入れていきたいと思っています。特に女性会員や若い世代の入会を 

うながし、クラブの活性化に繋げたいと思います。そして今年度の地区のスローガンを「ロータリーを 

奨励し、ロータリーを楽しもう」としました。一緒にロータリーの基本的理念について考え、クラブを活

性化するための方法を共に探していこうというのが「ロータリーを奨励する」事だと思います。 

 

そして「ロータリーを楽しもう」というのは、クラブが活性化すれば自ずと「楽しいロータリークラブ」 

になるはずです。「例会が待ち遠しい、例会に行くのが楽しくて仕方がない」と思えるようになれば、 周

りの人も「ロータリーに入ってみようかな」と思うはずです。それこそロータリーを楽しむということで

はないでしょうか。そのためのツール作りを一緒に考えましょうとあります。 

 

玉名ロータリークラブでは、今年は新しい事業に挑戦したいと思います。この一年皆さんと沢山 

話し合い、親睦を深めて参りたいと思います。以上です。 

 

 

 



【幹事報告】渡邉幹事 

 ○玉名中央 RC より例会変更・休会のお知らせがきてます。 

   7 月 19 日（水）定款第８条第１節に基づき、休会 

   8 月 16 日（水）定款第８条第１節に基づき、休会 

   8 月 13 日（水）休会とし、クラブ協議会に変更。 

 

 ○熊本北 RC より例会回数変更のお知らせが来ています。 

   第 1 例会 第 1 木曜日１２時３０分～１時３０分  

場所：ホテルキャスル 

   第２例会 第 3 木曜日１８時３０分～２０時３０分  

        場所：外部会場  

※外部会場ですが、今後サインメーキャップの 

受付を行いませんのでご了承ください。 

   第３例会 第 4 木曜日 １２時３０分～１時３０分  

場所：ホテルキャッスル重要 

 

○熊本菊南 RC より例会変更並びに取り止めのお知らせが来ています。 

    ８月 ２日（水）通常 （１２：３０～例会） 

    ８月 ９日（水）祭日週により休会 

    ８月１６日（水）１９日(土)１７：００～天使園夏祭り参加 

    ８月３０日（水）通常  

※８月２３日のサインメーキャップは１２：００～１２：３０ユウベルホテルにて行います。 

 

○熊本西 RC より例会変更・取り止めのお知らせが来ています。 

    例会並びに新年会歓迎会の為、 日時 ７月２５日（火）１８：３０～ 

場所 ビアレストラン オーデン 

    暑気払い家族例会の為、    日時 ８月２２日（火）１８：３０～ 

                   場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

    熊本南・熊本西稜・熊本西ＲＣがガバナー公式訪問合同例会の為、 

                   日時 ８月２８日（月）１２：３０～ 

                   場所 ホテル日航熊本 

    ８月８日（火）・１５日（火）  定款第条第１節に基づき取り止め 

 

○熊本東ＲＣより例会変更のお知らせが来ています。 

日  時 ７月２５日（月）１９：００～ 

場  所 松屋本館 

 

○国際ロータリー第 2720 地区より管理運営・公共イメージ・会員増強合同セミナー開催の 

ご案内が来ています。 

日  時 ９月２日（土）１３：００～１６：００ 

場  所 ホルトホール大分 



 

○国際ロータリー第 2720 地区より２０１７～２０１８年度 RYLA セミナー受講者募集について 

案内が来ています。 

日  程  ９月 ９日（土）１１：００   

       ９月１０日（日）１３：００終了（１泊２日） 

    場  所  阿蘇ＹMCA 熊本県阿蘇市 

募集人数  ４０名 登録費３，０００円 

 

 ○世界米山学共による感謝 in 熊本が来ています。 

熊本側   ７月１５日（土）１０：００～～1 時間程 

日 時   ８月２６日（土） 

場 所    ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ２階「ストリングス」 

 

○玉名公共職業安定所より「新規高卒歓迎地場企業説明会 in 荒玉 2017」開催時間変更の 

お知らせが来ています。 

（旧）９：００ 

（新）１３：００受付開始 

 

 

 

【委員会報告・スマイル報告】河田委員長 

○荒尾 RC 直前会長鴻江様・・・・昨年１年間大変お世話になり 

直前幹事那須様        ありがとうございました。 

今後共よろしく申しあげます。 

  

 ○ガバナー末安様、会長石崎様・・・荒尾ロータリーより挨拶に参りました。 

  幹事角田様           本年一年間宜しくお願いします。 

 

○玉名中央 RC 直前ガバナーエレクト犬束様・・・前会長、幹事１年間大変ですけど頑張って下さい。 

 直前会長多田様、直前幹事中山様、 

 会長秋吉様、幹事宮本様 

 

○吉永会長、渡邉幹事・・・荒尾 RC・玉名 RC 皆様のご来訪心から歓迎致します。 

初めての通常例会です。１年間宜しくお願いします。 

 

○鶴田前会長、大石前幹事・・・荒尾 RC・玉名 RC 皆様のご来訪心から歓迎致します。 

  松本５０周年実行委員長   本日はご来訪誠にありがとうございます。昨年は色々とお力を 

お借り頂きましてありがとうございました。 

今後も宜しくお願い致します。 

 

○田中さん・・・荒尾 RC・玉名 RC 皆様のご来訪心から歓迎致します。いよいよ暑くなって来ました。 



皆様方には、お体に気をつけられてお仕事に邁進下さい。 

 

○山田司・村上さん・小山さん・・・・荒尾 RC・玉名 RC 皆様のご来訪心から歓迎致します。 

  河田さん・吉岡さん・本田さん 

                  

前回までの累計 ￥３８，０００ 

 今    回  ￥２８，０００  

合    計  ￥６６，０００ 

 

 

【出席報告】河田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後のプログラム予定】 

ローターアクトクラブ例会 日時：７月１６日 

  インターアクト年次大会  日時：7 月２９日～３０日 

 

 

 

【卓話】吉永会長 

今日は今年度、行う新しい事業についてお話しします。 

私が仕事でバンコクに行ってる時に、友人からタイに日本人のロータリークラブがあると聞きました。 

それが、バンコクスリウォンロータリークラブです。 

 

HPを読むと 

「バンコクスリウォンロータリークラブは、タイと日本の架け橋となるべく 2001年 3月 5日に 

設立されたタイ国で唯一、日本語で例会が運営されるロータリークラブです。メンバーは在タイ日本人 
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と日本語を話すタイ人で約 20名。 

本年度は、『和の心を大切に、和気あいあいと明るい会に』をモットーに、タイ地方都市へ”リサイクル

自転車”、”図書”、”浄水器”の贈呈を行います。 

当クラブでは、活動を共にする皆様のご参加を心よりお待ちしています。 

まずは気楽に例会を覗いてみませんか。 

毎週火曜日インターコンチネンタルホテルで 19時から、参加費 600バーツ（約 2000円）で楽しいゲスト

スピーチも聞くことができます。お気軽にご連絡ください。」とありました。 

 

その中で、クラブが行っている事業で 

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 

3つの事業への支援を募っていました。  

 

私も海外奉仕プロジェクトに興味がありましたし、タイには親しみもありましたので、まずは例会に 

参加してきました。 

 

◆放置自転車贈呈プロジェクト 

タイ国内の中・高等学校数は約 13,500 校。これらの学校に通う生徒数は約 400 万人であるが、多くの

学生は炎天下、遠距離の徒歩通学を強いられている状況です。このような過酷な通学環境を少しでも緩和

するため、通学の手助けとなる支援をするものです。具体的には、日本の放置自転車をタイ国内の学校に

贈呈し、遠距離通学を強いられている学生に対して学校を通じて貸し出すプロジェクトです。 

  

【概要】 

年間、タイ国内で６回の贈呈をおこなっています。 

日本からの船積み数量は 1 回・2 コンテナー(400 台) 。部品不足および不良品を考慮し組み立て完了後

の贈呈数量は 300 台とします。この 300 台を原則としてタイ国内中／高等学校に寄贈します。学生に対

しては貸し出しになります。一校あたり、10 ～30 台前後の割り振り数とし、学校の選定および数量の決

定については、 3350 地区に設置されている委員会において、各地ＲＣの意見を組み入れながら、現地の

タイ国政府社会福祉省社会福祉局と共同して作業を行います。 本事業は、タイ国政府社会福祉局とバン

コク・スリウォン RC とのジョイント・プロジェクトとなっている。全体の推進役はバンコク・スリウォ

ン RC が担っています。  

 

【条件】 

1つのクラブに 1 回分の資金援助をお願いすることとし、寄贈者としてクラブ名を前面に打ち出すことに

より、クラブの国際奉仕活動の一環としていただけるよう、十二分に配慮をしています。日本のロータリ

アンの皆様にご支援をいただき、地域に密着した奉仕活動をする喜びと感動を体験していただきたいと思

います。  

 

【費用】 10万円 340冊 

20万円 600冊 



30万円 530冊＋α（学校側のリクエスト 

放置自転車は 400 台分（組み立て後の実際の贈呈数は 300 台）タイ国への輸入通関費用（輸入税は無税）

バンコク港から組み立て作業場までの運送費、組み立て作業費、組み立て作業場から各県の贈呈先までの

運送費、コンテナーがバンコク港に到着するまでの全費用は、（財）自転車駐車場整備センターが負担し

ています。 

 

◆図支援プロジェクト 

【目的】 

「学ぶ」ということを考えたとき、本を読むということはその根幹となります。満足な図書室を持たない学

校に対して図書室を整備する支援を行うことが目的である。 各校にて、書棚の設置、本の購入資金、バ

ンコクでの本の購入機会を支援します。  

 

【概要】 

支援校の選定後、学校から書籍のリクエストを頂きます。このリクエストに基づきバンコクの書店にて本

を購入し、現地学校に送付します。学校側は書棚を設置して図書室を整備します。  

 

【条件】 

贈呈された本には、一冊一冊全てに寄贈者である貴クラブの名前をスタンプいたします。また図書室には

クラブ名を前面に打ち出す表示をすることにより、貴クラブの国際奉仕活動の一環としていただけるよう、

十二分に配慮をしています。 

 

【費用】 

[プロジェクト費用]  10万円 340冊 

           20万円 600冊 

                     30万円 530冊＋α 

支援金と図書数は目安となっております。次の費用を日本のロータリークラブに支援いただいております。  

・書棚設置費用・書籍購入費用  

・書籍の現地学校までの輸送費  

・その他、図書室設置に関連する諸費用 

 

【実績】 85校 約 620万円 

 

 

◆浄水器設置支援プロジェクト 

【目的】  

汚染された飲み水の問題に直面しているタイの田舎の学校へ浄水器を設置し、継続したメンテナンスを行

うことで、地域社会の衛生環境、及び経済の発展を助け、母子の健康を守る事を目的とします。  

 

【概要】  

設置を希望する学校からアンケートを集め、水質検査を行った上で支援校を選定します。支援クラブと弊

クラブにて浄水器を用意し、支援校へ設置を行います。  



【条件】  

浄水器委員会主導で水質検査を行い、説置を希望する学校は浄水器を説置するための小屋（屋根と土台）

を作ります。説置を希望する学校は説置業者による浄水器の取り扱いとメンテナンスの方法を適任者へ訓

練します。  

 

【費用】  

2005〜2015 年まで 17 回 合計 282台（15 万円／台）4,230万円の支援を行いました。3つの事業への参

加が可能です。幸いにも、今年は地区補助金制度も使え、半分の予算でできるので、ぜひ実行したいと考

えました。このなかで、放置自転車贈呈プロジェクトは、送る学校の現地のロータリークラブとの交流と、

1台づつ生徒に渡すということです。予定としては、9月か 10月に参加者を募り、例会に参加。 

2月か 3月に参加者を募り、事業を実施と考えています。 

また、この奉仕活動を行うことで、玉名ロータリークラブの公共イメージを上げ、ロータリークラブの活

動に変化をもたらし、更に楽しい活力のあるクラブ活動ができると考えています。今年度の事業の予定が

決まりましたら、みなさんに報告し、参加者を募りますので、行ってみたいと思われる方は是非、ご連絡

ください。よろしくお願いします。以上です。 

 

 

 

 

 

 


