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【例 会】

1 開 会・点鐘 18:30

熊本グリーンRCソング「友と語ろうJ

2食 事と交歓

【2012年3月19日】

すから多少の工賃は、残ることになります。埼玉

県は、それが80%で 旦つ本社が地元にあること
と言う条件が付きます。地元で税金を循環させる
と言うことを考えた仕組みかもしれません。
一方、熊本の日木郵便(旧 垂F政局)では、「せ

り下げ」と言う制度があります。最初に通常の入

札を行い、その後 最低価格に対して入札参加

者が低価格方向にオークションを行います。低
価格の声が上がるたびに会場内にどよめきが
起こるそうです。

その制度を国が採用することによって国の支
出を抑えると先日、野国首相が国会で発表して
いました。変な持1度が全国で始まつてしまいま
す。

幹 事 報 告 (松山優喜 幹事)

口 報告事項(その他の回―タリー関係)

①地区大会のおネしが本田光蟻ガバナーより届
いております。

口 例会取止め 変更

● 熊本東RO

3月 27日 (火)の例会は、第34回 新世代の為
の卓球大会実施により、同国900開 会で熊本

市総合体育館にて開催します。
4月 3日 (火)の例会は、花見例会のため、4月 5

日(木)1900よ り松屋本館にて開催します。
● 熊本平成RC

3月28日 (水)の例会は、観桜例会のため、同
国1830よ り行います。場所は未定です。

口 卓話者

井上 智重 氏

口 終本市域RC

熊本RC立 石 和裕 君

の 握 手

会長ス ピーチ (江上 泰弘 会長)

今晩は。

今日は、私の仕事の印帰1業界のことを話したいと

思います。
いろんな業界でデフレによる販売価格の低下は、

起きていると思いますが、私の業界も同じく大変苦

労しています。熊本では大きな物件や大量の発注

先は、官庁だと思います。

私の会社は、あまり官庁の比率は大きくないのです
が、ほとんどの発注は競争入札です。物件によって

は、入札最低価格が決まっており予算の60%が 最

低価格です。予算を想定し60%以 上の価格で入本L

するのですが、60%を 下回ると失格になります。で

3/26  ク ラブ研修リーダーについて  河 島
一夫 会員

4/2  花 見例会 (於:水前寺公園「泉里J)

4/9  外 部卓話(日本銀行 償本支店長の予定

4/19(木 )熊 本北RCとの合同例会 (4/16(月 )-4/19(木 )

グリーン クラブの例会日がきても、
出席するかどうか決めるには及び
ません。というのは、私にとって出
席は決まりきった事だからです。こ
れは ロ ータリーに入会したとき
受入れた義務の一つです。

1830～ に例会変更)



4月 11日 (水)の例会は、ニュースカイ4RC合 同

例会のため、4月 12日 (木)コ830よ り全日空ホ

テルニュースカイ 2Fにて行います。

● 熊本グリーンRC

4月 2日 (月)の例会は、観桜例会のため、同日1

8:30より、水前寺公園「泉里」こて行います。

● 熊本城東RC

4月2日 (月)の例会は、花見例会のため、同国1

830よ リホテルキヤッスル 1lFこ て行います。

出 席 報 告 口中 純司 クラブ管理運営委員

委 員 会 報 告

① r第5回親睦ゴルフ会」のご案内

報告者iゴ ルフ同好会 河島 一夫 会員

第5回親睦ごルフ会を4月3日 (火)B可蘇グリーン

とルCCに て行います。プレー費は8000円 (食事

込み)集合900ス タート025で す。多数のご

参加をお待ち致しております。

② 「じゃがいもの植え付け」のご報告

報告者!農 業委員会 松村 秀逸会員

雨で何度も順延になつておりましたジャガイモの

植え付けを、3月14日 (水)に行いました。無事今

回は植え付けが出来ました事をご報告いたしま

す。

地区協議会のご案内

報告者!会長エレクト 山下 住介会員

4月 14日 (土)900～1700(於 別府大学大分

キャンバス)次年度会長 幹事 6常任委員長 ク

ラブ研修一リーダー ブライダル担当長 ローター

アクト担当長 米山担当長及び地区委員長には

ご案内を差し上げておりますので、1可卒ご参加の

種お願い致します。前日から現地入りして湯布院

の「山荘 口名加」にて宿泊及び懇親会を企画し

ておりますので宣しくお願い致します。

そ  の   他

ス マ イ ル 栗山 義卿1会員

●江上 泰弘 君・出下 隆生 君

①瞭常本近代文字館 鑓長 井上碧重様ようこそ

熊本グ リーンロータリークラブ伊J会にお見えに

なりました 本国の卓話楽しみにしております。J

O「出下佳介会員、PETSお 疲れ様でした。来年

ほ自力の番なのでご指導宣しくお願い致しま

す。(出下隆生)J

●出下 佳介 君

「先週は土躍日からPETSに 行つてしつかり勉強

して参りました 1山波さんお疲れ様でした。いよ

いよ会長という実感が湧いてきました。」

●河島 一夫 君

「今日の卓話ほ近代文字鑓の井上智重鑓長で

す。忙しいEpにお願しヽしました。たった30分で申

し訳ございませんが宣しくお願い致します。J

●栗出 義則 君

「栗山スマイルロJIB当長、本国はお疲れlfです。

宣しくお願いします。J

●十時義七郎 君、大友 不」行 君、結方 貞俊

君

「」lし春らしくなつて来ました。我々年寄り|コよ

暖かいのが1番です。今日の卓話者井上先生を

心から歓迎致します。」

●藁 高 源 君、栗山 義貝J君 、中島 光司 君

「本Bの 卓話言井上智重様に心から感調しま

す。J

ヽ
ジ

会 員 総 数 26名 出 席 率

３

月

１９

日

出席免除会員数 1名

6400%

計算上会員数 25名

出席会員数 16名

３

月

５

日

前回の出席会員数 16名

F917・ ・

メークアップ数 3名

修正出席会員数 19名

メークアップ済み会員及びメークアッブ訪間先

3海 熊 本北RC赴 君、緒方 君

3/15熊本北RC度 坂 君



3例 会ブログラム

紹介者」河島 一夫 会員

卓話者:熊 本近代文字館 館長 井上 智重 氏

演題|『異風者伝』の中から

4閉 会、点鐘

ROTARY LEADER

(□―タリーリーダー)

[会長メッセージ]
□―タリー・ファミリーとともに祝う
バンコク国際大会

来る5月、4日間にわたつ

てバンコクで開かれる国

際大会は、多くの□一
夕り

アンにとつてもう一つの
“
家族

"と
の集いの場とな

ります。妻ビノタと私に

とっても、国際大会は毎年
のハイライトとなる行事で

あり、□―夕リー。フアミ

リーと迫ごす4日間を大変
楽しみにしております。大
会には不思議な魅力があ

り、会場に一歩定を踏み入れると、たとえ人々の
外観 よさまざまでも、きに多くの共通点がある
ことがわかりますもまた、親しみを込めてお互い
をファーストネームで岬び台います。

国際大会は、□一
夕リー。フアミリーとの再会だ

すではありません。これまでの活動の成果を祝
い、仲間との親交を深め、新年度への意欲を高め
るときとなります。

皆さまの多くは、□―タリーの サーダーとし
て、既に国際大会に出席し、大会ならではの素3高

らしい体験を味わったことがあるのではないで
しょうか。これまでに何度も大会に出席された方

も、一度も出席したことのない方も、第コ03回国
際大会にぜひお越しくださぃ。ご登録は現在も

受す付すています 微実みの国、タイできさまに
お会いできることを楽しみにしております。

数字は力なり

多様性の豊かな会員構成を
地元地域を反映したグラブづくり

米国力リフォルニフ州のクノミチーノ・□―タ
リー・クラブは、十年前、コ00名の会長がおり、そ
のほとんとが白人男性でした。現在は会員数が
倍増し、27バーセントがアジア系、34パーセント
が女性、20バーセントが50歳未満です。同クラ
ブに所属する、パストガバナーのドン・アレンさ
んは、貧員増強の成功の秘訣を、地元の人□橋
成を反映するクラブづくりを心がけたことだと
話します。

クラブは、「地域社会
のリーダーJという職業
分類に注目し、地元のア
ジア系非営不」組織で会

員候補きを探しました。
また、シン・シン教育財団
と協力して中国、農村部
の学校修築費を集めた
り、サンカラ・アイ財団と
ともにインドにおける限
科手術を実施しました。

このような協力を通じ
て、中国系やインド系のコミユ三ティとのつなが
りを築いてぃきました。

会員の多様性を増進することは、□―タリー

の戦幡計画の目標の一つです。また、多様性に
関するRの声明(□―タリー葦典)は、クラブが、
職業、性別、年齢、宗教、民族などの画で地域の
人□構成を反映することの重要性を強調して
いますも

ブラジルのレセンデ カンポスエリセ牙ス・

□―タリー・クラブは、夫婦での入会を勧めた結
果、女性会員を増やすことに成功しました。「よ
リバランスのこれたクラブづくり4」できていま
す。既に重いのことや□―夕リーのことを矢Bっ
ている家族が入会するのはとてもよいことだ
と思いますJと話すのよ、弱冠30歳のクラブ会
長、レナタサントスさんです。

牙―ストラリアとニュージーランドでは、20コ5
年までに女性会長の書」台を40バ ーセントまで
3き 上するとぃう試みが実施されています。こ
の目標を達成するために、著名な女1生□一

タリ
アンの紹介や衛星クラブの設置をよじめ、女性

歩ナウ サントスなん



女1生会長の知人、家族、同僚に入会を勧めると

いつた取り組みを行つています。

第5230地区(米国カリフォルニア州)では、特

定の文化を中心としたクラブづくりが行われて

います。これまでに、ラテン系市民や奪国系市民

から成るクラブが孫吉成されました。このようなク

ラブづくりを支援したバスト・ガバナーのドンク

レーマーさんは、「地域に貢駅しながら、新しい会

長層を開拓する絶貯の機会Jだと話しています。

水プロジェクトを成功させるには
末永い成果を残すための5つのステップ

数多くの水プロジェクトが実施される中、安全

な水や衛生施設を末永く提供していくための鍵

となるコンセプトが「持続可能1生」です。

水と萄生に関する□一タリアン行動グループ

(WASRAC)の委員長を務めるロン・デナムさん

は、地元の人々からのサポートにカロえ、地域全体
が末永くプロジェクトの成果を継続できるよう

体制を整えることが大切だと話します。「まった
く機能していない井戸の穴だけがあちらこちら

にあつても役に立ちません。□一タリアンと水関

連の各組lg・は、現状の改善こあたって、まずは

地元のニーズやリソースをより重視するように

なつてきています」
□―タリアンが水プロジェクトを成功させるた

めのステップを、デナムさんが紹介してください
ました。

¬二―ズを理解するために、現地でニーズ調査

を実施する。まずは、問題を指定し、それを解決
するにはどういつたプロジェクトが適切である

かを見極めます。地域社会の調査法の紹介

(PDF)を参照することをお勧めします。

2′ 一ヽトナーを4Bむ。資金画や専門分野につい

て支援を得るため、海外のクラブと協力します。

□―タリアンの協 力 lB手 を探 すには、
ProjectttNKが便利です。

水 と 衛 生 設 備

3現 地に含つた技術を採用する。今後の維持費
にも影響が出るため、現地の人を交えて、技術

や技法を授。3するようにしますも技術に関する

詳しい情報は行動グループのウェブサイトをご

参照ください。

4メ ンテナンス計画を立てる。プロジェクトでは、

地元の人々への研1うも含めます。機器の使い方

だけでなく、維持費やlV理費をまかなうため委

員会や管理グループを設すて使用料を集める

ためのビジネス・スキルも教えるようにします。

5衛 生も検討する。ユニセフによると、西醸で手

洗いを行うことにより、下痢疾患による死亡率
を44パーセントも減らすことができるそうです。

行動グループは、現実的な期待の下、シンプル

な衛生プロジェクトを実施するよう奨励してい

ます。ここでも現地の人々の協力が不可欠で

す。

水と衛生設備を改善するためにできることは

何か、□―タリーの重点分野ガイドをご参照くだ

さしヽ。

*茉米ご存知でしたかヤネ*

チェンジメーカー員と会長賞の推薦締切日が近づい
ています。新設されたチェンジメーカー員は、奉仕宮B
間における活動を通じて、多大な影響をもたらしたク
ラブを表彰するものです。クラブが所定の書式に記
入の上、3月コ5日までにこれを地区ガバナーに提出
するは要があります。その後、ガバナーが、3月22日ま
でこ「会員アクセスJを通じて受員資格を得たクラブ
を印こ報告します。詳しくは、本員の要頂をご旨<ださ
い。
□一ターアクト用とインターアクト用のチェンジメー

カー賞も設けられています。一方、会長負は、会員増
強と□一夕リー財団への継続支援において功績を果
たしたクラブと地区を表彰するものです。クラフは4

月6日までに書式をガ/ ナヽーヘ提出し、ガバナーが4

月10日までに印へ報告します。詳組は、ウェプサイトな
らびに本賞の要項をご参照ください。

3月12～18日は、世界□―ターアクト週間です。地元
の□―ターアクトクラブとの関係を深める絶好の機
会となります。□―ターアクト週間を祝う活動のアイ

デアや201コ年の活動例をご参照ください。また、□一

ターフクトクラブ会長は、3月30日までに「会員アクセ

スJを通じてクラブと会員の情報を受新する必要があ
ります。

は□一夕リーの6つの重点分野の一つです 世界3地 の

クラブがこの分野における奉仕活動を行い、持続可能で

安全な水の提供に取りlBんています


