
 

第２６回例会 

（通算第１５７８回） 

令和５年３月３日 

点 鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング  「奉仕の理想」 

来訪者紹介         （穴井 祐志朗 会長）  

米山奨学生       温
オン

  麗
レイ

 萍
ヘイ

 さん 

会長の時間         （穴井 祐志朗 会長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月３日金曜日、熊本中央ロータリーク

ラブ２６回目の例会です。 

今日のご来訪者は米山奨学生温麗萍さんです。 

先日のソフトテニスに参加された方お疲れ様でし

た。若人達の元気な姿にパワーを頂いた気になりま

したが、行事が少しずつ終わって行ってホッとして

ます。春の天気に３日晴れなしと言われますが暫く

は天気が良さそうです。アレルギーの方々は大変そ

うですが！そして今日は中学校の卒業式とラジオで

言っておりました。 

ロータリーでは今月は、水と衛生月間となってお

ります。きれいな水を利用できることは基本的な人

権です。しかし世界には、適切な衛生設備が利用で

きない人が 25億人と、安全な飲み水が得られない人

が 7億 4800万人おり、さらに毎日 1400人の子ども 

 

 

が、劣悪な衛生環境と不衛生な水を原因とする病気

で命を落としています。熊本県の生活用水の８割は

地下水で賄われている私達には考えられないことで

す。国連は２０１５年環境と気候変動に対応しなが

ら貧困問題と福祉改善に取り組むために、「持続可能

な開発目標」を設定しました。目標の一つは水と衛

生に関する項目で、「すべての人に水と衛生へのアク

セスと持続可能な管理を確保する」ことを目的とし

ております。ロータリーでも、井戸や雨水貯水シス

テムの設置、水設備管理の研修、疾病予防のための

水・設備の提供など、水関連の多くの活動が実施さ

れています。 

話は少し変わりますが 熊本県が台湾のTSMCの工

場誘致に選ばれたのも水と場所があると言われてお

ります。九州の中心に位置するのが熊本で、九州を

南北に走る九州縦貫自動車道によって、福岡や鹿児

島へもアクセスしやすい。熊本から半径 1500km圏内

には、世界トップレベルの企業が集結している。地

図に落とし込んでみると、近年国内でもシェアを広

げつつある電気自動車（EV）の生産に欠かせない半

導体や車載電池、その他の主力部品をつくる会社は、

その円の中に収まっていることが分かり半導体関連

企業が熊本に集まっています。そしてまたひとつは、

水にあるといってよいでしょう。半導体製造には純

度の高い水が必要ですが、熊本はその条件を満たし 

実際のところ、阿蘇山を望む熊本地域をはじめ、熊

本県の生活用水の 8割は地下水今後の気候変動の影

響を考えると、水資源が豊富な地域に生産拠点を置

くメリットは大きい。加えて九州は、太陽光や地熱

など再生可能エネルギーに恵まれています。 

 

出席報告          （山代 敏男 委員）    

 
会員数 

出席 

者数 

欠席 

者数 
出席率 

今回 

5. 3. 3 
 28（26） 23 3 88.46% 

出席規定免除者 2名 

メーキャップをお忘れなく！！ 

 
 
 

 

http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/post-2015-development-agenda/goal-6.html
http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/post-2015-development-agenda/goal-6.html


米山奨学金授与（３月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告            （大熊 暢子 幹事） 

☆例会変更 

・熊本 05福祉ＲＣ 

 ３月 ７日（火） 

  ⇒ ３月 ５日（日）１０：３０～ 

 於：大矢野町維和島 

（維和島みかん狩り親睦例会の為） 

 ３月２８日（火） ⇒  同日 午前７：００～ 

 於：県民総合運動公園 

（第４０回県民総合運動公園早朝清掃活動） 

・熊本江南ＲＣ 

 ３月 ８日（水） ⇒  同日 １２：３０～ 

 於：株）建鋼社（職場訪問例会の為） 

 ３月２２日（水） ⇒  同日 １８：３０～ 

 於：城見櫓（お花見例会の為） 

・熊本りんどうＲＣ 

 ３月 ９日（木） ⇒  同日 １９：３０～ 

 於：益城 のぐち酒屋（例会場変更） 

・熊本西南ＲＣ 

３月 ９日（木） ⇒  同日 １８：３０～ 

於：ビアレストラン オーデン 

（新会員歓迎会に変更） 

３月２３日（木） ⇒  同日 １２：３０～ 

（オンライン例会に変更） 

・熊本平成ＲＣ 

３月２２日（水） ⇒  同日 １８：００～ 

 於：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ 

 （ガバナー公式訪問例会の為） 

・熊本東ＲＣ 

 ３月２８日（火） ⇒  同日 午前９：００～ 

 於：熊本市総合体育館 

（第 45回新世代の為の青少年卓球大会の為） 

・熊本東南ＲＣ 

 ４月 ５日（水） ⇒  同日 １８：３０～ 

 於：城見櫓（創立記念花見例会の為） 

 

☆例会取り止め   

・熊本りんどうＲＣ  

３月２３日（木）・３月３０日（木） 

・熊本南ＲＣ    ３月２７日（月） 

・熊本江南ＲＣ   ３月２９日（水） 

・熊本東南ＲＣ   ３月２９日（水） 

・熊本西南ＲＣ   ３月３０日（木） 

定款による取り止め 

 

☆到着文書 

・【堀川ガバナーより】 

 トルコ・シリア大地震被災地への対応について 

 地区災害見舞積立金より１００万送金 

 各クラブからの送金は３/２４迄地区で受付 

・【米山記念奨学会江河部門長より】 

 米山奨学会終了式のご案内 

 日時：２０２３年３月１８日（土） 

１１：３０～登録開始 

 場所：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ 

 登録料：５，０００円 

・【公財）県暴力追放運動推進センターより】 

 暴排資料等の送付について 

 

☆ご連絡 

・次週３/１０（金）第２例会（夜）１８：３０～ 

 

※例会終了後、定例理事会を開催致します。 

 

委員会報告 

☆クラブ管理運営委員会    馬場 淑之 委員長 

・3/17（金）18：30～ 新会員歓迎会「仲むら」 

 3/17（金）は 12：30～ニュースカイホテルにて  

昼例会もございます。 

・3/31（金）18：30～ 花見例会（例会変更） 

 「グリルクドウ」 宜しくお願いします。 



☆奉仕プロジェクト委員会（国際奉仕） 

      増岡 範昭 委員長 

・明後日 3/5（日）台湾に出発します。福岡国際空港 

 に 9：30集合にしてますが、早く到着された方は 

 早めに受付されて下さい。 

 

☆公共ｲﾒｰｼﾞ委員会（雑誌） 

        坂口 滋一 会長エレクト 

・ロータリーの友 ３月号紹介  

横組み 4-5ｐｇ 

RI会長ジェニファー・ジョーンズさんが来日され 

京都にてご一緒に写られている男性ロータリアン

はお茶の裏千家の大宗匠千玄室さんは元熊本南 RC

は濱田さんと特攻隊の同期の桜だそうです。ロー

タリーのご縁に感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆第２７２０地区      丹後 秀庸 副幹事 

・4/15（土）13：00～地区大会本会議（人吉） 

 １９名ご登録ありがとうございます。 

 来賓同行等のご協力お願い致します。 

 

スマイル報告      （飯星 宗美 委員） 

◎ 穴井 祐志朗・大熊 暢子 君  

 米山奨学生温麗萍様のご来訪心から歓迎致します。 

坂口エレクト様の貴重な卓話本当にありがとうござ

います。今日は雛祭り次々と花の便りが届き春めい

てい参りました。先週のソフトテニス大会に参加さ

れた皆様ご協力ありがとうございました。明後日、

台湾に行かれる会員の皆様楽しい土産話を心待ちに

しております。どうぞ気を付けてご帰国下さい。 

◎ 龍  義則 君（2,000円） 

 米山奨学生の温様のご来訪心から歓迎致します。

寒暖の差がめまぐるしく変る日々です。体調には気

を付けましょう。今日は坂口会員による卓話です。

お世話になります。 

◎ 平田 耕一 君 

 先日のソフトテニスの開会、閉会式に出席の皆様

お疲れ様でした。実は 3/17の子出藤さんと西川さん

の歓迎会は代理店会長をしている保険会社の支店長

交替と重なってしまい出席できなくなりました。 

お詫びのスマイルです。 

◎ 立野 文生・岩下  茂・山代 敏男 

増岡 範昭・上原 大助・小椋美智男 君 

 温ちゃん熊本大学卒業おめでとうございます。心

のこもったハガキありがとうございます。１８日は

ニュースカイで米山奨学生の皆さんの終了式です。

宜しくお願いします。 

◎ 田中 弘一・飯星 宗美 君 

 ３月になり、朝夕もしのぎやすく感じます。温さ

んのこれからの御活躍を祈念します。 

 

卓話 

「地区補助金管理セミナー報告」 

     坂口 滋一 会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団  

ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が、人び 

との健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環 

境保護に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世

界 理解、親善、平和を達成できるようにすることで

す。 非営利組織である当財団は、ロータリー会員を

はじ め、より良い世界を築こうというビジョンを共

有する 財団支援者の方々からの自発的な寄付のみ

によって 支えられています。ご寄付はロータリー財

団の補助 金となり、助けを必要とする地域社会に持

続可能な 変化をもたらす活動に役立てられていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



第 26回熊本中央 RC旗争奪九州中学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ 

日時：令和 5年 2月 25日（土）・26日（日） 

会場：パークドーム熊本 

参加者：穴井会長・大熊幹事・馬場会員 

    江頭会員・藤本会員・平田会員 

盧会員・田尻会員・丹後会員 

立野会員・上原会員・山代会員 １２名 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桃園景福 RC30周年記念式典・姉妹ｸﾗﾌﾞ締結式 

日時：令和５年３月５（日） 

会場：住都大飯店 

参加者：穴井会長・藤本会員・平田会員 

    飯星会員・増岡会員・坂口会員 

    丹後会員・山代会員 ８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月・４月例会予定 

〇 ３月１７日（金）１２：３０～ 通常例会 

〇 ３月２４日（金）祝日週休会 

〇 ３月３１日（金）１８：３０～ 例会変更 

  於：グリルクドウ（花見例会） 

〇 ４月 ７日（金）１２：３０～ 通常例会 

〇 ４月１４日（金）休会 

〇 ４月２１日（金）創立記念ボウリング例会 

〇 ４月２８日（金）祝日週休会 

 

クラブ行事予定 

〇 ３月１７日（金）１８：３０～ 

  新会員歓迎会（於：仲むら） 

 

地区行事予定 

〇 ３月１１日（土）～１２日（日） 

  会長エレクト研修セミナー（於：日田） 

  登録者：坂口会長ｴﾚｸﾄ・波佐間部門長 

〇 ４月１４日（金） 

  第 2720地区大会前日 

  RI会長代理歓迎晩餐会（於：ホテル日航） 

  ※コロナ感染対策の為、穴井会長のみ出席 

〇 ４月１５日（土） 

  第 2720地区大会 本会議登録者：19名 

           希望交流会参加者：3名  

 

 

定例理事会報告     Ｒ5.3.3例会終了後 

１． 地区大会（4/15）選挙人選任の件 

⇒ 例年会長選任 穴井会長 了承 

２． 新会員歓迎会・花見例会親睦負担金の件 

（馬場クラブ管理運営委員長） 

⇒ 親睦予算残ってる為、歓迎会と花見例会へ 

  親睦より各 3,000円補助 了承 

３． トルコ・シリア大地震被災地へのｸﾗﾌﾞ対応の件 

⇒ 来週クラブフォーラムで会員の意見を聴取 

  了承 

４． 米山奨学生受け入れの件 

（立野地区米山資金推進委員長） 

⇒ 受け入れクラブ不足。７名の奨学生に対し、  

受け入れ表明２クラブ。 万が一受け入れク

ラブ見つからない場合、協力をお願いしたい。 

了承 

５． 次年度地区補助金活用の奉仕活動の件 

（坂口エレクト） 

⇒ 地区補助金申込済み。テニス支援。 

６． 創立記念ボウリング（例会変更）の件 

（馬場管理運営委員長） 

⇒  ４/２１（金）開催。詳細は後日連絡 

７． 歳祝い（例会変更）の件 

⇒  ６/９（金）仲むらで開催予定 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字・脱字・文章の不備は、ロータリーの友情に   

よりお許し下さい。会報担当委員長 藤本 真一 


