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■点鐘

のペットボトルです。其れを見た私は、大人気も無く反射的に言っ

■国歌斉唱「君が代」

たばかりじゃないか。水を飲みたかったら飲んでくればよかった

てしまいました。「なぜ水を買うのか。たった今、家から出てき
じゃないか。何でそんなものを買うのか！」と。息子は、私が言
う意味を理解できない様子でした。

■熊本東南ＲＣの歌

私は、今でもペットボトルの「水」を買うことには、抵抗感を感

（ソングリーダー 鷲山法雲 )

じます。むしろ罪悪感すら覚えます。美味しい「水道水」がふん
だんにあるこの熊本で、人は

「Joyful And Good」

なぜペットボトルの「水」を平気

で買うことができるのか？ 「ガソリン」より高い「ペットボト

「未来」

ルの水」を。ガソリンが「1 円」安いと言っては遠くのガソリン
スタンドまで出かける人が・・・・・・。

■公益財団法人ロータリー米山奨学生
カウンセラーへ委嘱状の贈呈

「水」が店先で売られるようになった頃は、買うことに少なから
ず躊躇したはずなのに。

私も幼い頃から質素・倹約は美徳であり、礼節であると教えられ
て育ちました。漬物のお醤油は、お皿に残らない程度にかけなさ
い。お弁当のフタに付いたご飯粒を先に食べなさい。ご飯粒がお
茶碗に残らないように綺麗に食べてしまいなさい。と・・。裕福

な家庭であろうと、そうではなかろうと、子供たちは、皆そう教
わって育ちました。先人の努力により、私たちの生活は随分と豊

かになりました。しかし、我が息子にして「平気で水を買う」人

山田公也 カウンセラー

間になっています。

宮川義行 カウンセラー

「贅沢とは」必要の程度を超えて「お金」や「物」を使うことで

松岡歩紗実 カウンセラー

す。無駄遣い、浪費です。女優でエッセイストの檀ふみさんとい

う方がいらっしゃいます。お父上は、作家の檀一雄です。彼女は、
お父上から「贅沢はしてはいけない。そのためには贅沢とは何か

■会長の挨拶

を知らなければならない」と教えられたそうです。檀ふみさんは、

（会長 白石 繁 )

私と確か同じ年です。時代的に同じように教えられたんですね。
私も、いつの間にか 65 歳になりました。「お金」と「物」と「時

■時代の潮流に歩幅が合わなくなってきたか？

間」の使い方が、だんだん世間と合わなくなってきました。残さ

長男が、まだ大学に通っていた頃ですから
7、8 年前のことです。福岡から夏休みで

れた人生、時代に流されないよう、自分の歩幅でゆっくり歩きた
いものです。

帰省していた息子が、高速バスで福岡に帰
るので、高速のバス停まで車で送ってやっ
てくれないかと妻から頼まれました。息子

をバス停に送り届けた私は、折角のこと、バスが来るまでの暫く

の間、一緒にバス停で待つことにしました。幼い頃の息子は、よ

■幹事報告

（幹事 村瀬直久）

くおしゃべりをしていましたが、大きくなってからは、随分と口

１）

スが来るのを待っていました。やがて息子がバス停横の自動販売

んぼう Vol.37」の送付。

数も減りました。お互い黙ったままバス停の屋根の下でじっとバ

機にコインを入れ始めました。そして転げ出てきたのは、ペット

社会福祉法人 慈愛園、児童養護施設 シオン園より、会報「れい

ボトル。中身は、
「コーラ」や「ジュース」ではなく、ただの「水」

－１－

■出席報告

■今後の予定
米山奨学生世話クラブ

大分県

説明会

大分市

3 月 30 日
（土）

（出席・プログラム担当委員 福井学 )

ホルトホール大分

内田信行、山田公也、宮川義行
3月
地区研修・協議会

大分県

月日

ホルトホール大分

大分市

3 月 31 日
（日）
山田公也、宮川義行、内田信行、中島祐爾、永野昭一、吉田嘉昭、福井学、
松本一也、白木誠一、堤勝也、杉本整哉、前田日出夫

5 月 5 月 12 日
（日）

会長ノミニー

大分県

研修セミナー

大分市

ホルトホール大分

松本一也

6 月 6 月 8 日（土）

熊本平成ＲＣ創立 30

熊本県

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本

周年記念例会

熊本市

ニュースカイ

案内中

44
03 月 13 日 （免 3）
41
44
03 月 27 日 （免 4）
40
☆退
会
03 月 13 日 内田敏視
☆出席免除
03 月 13 日 島村徹男
03 月 27 日 島村徹男
☆欠席者

6名

03 月 13 日

西村陽介
山坂哲生

28

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

8

36

87.80

33

住江正治
住江正治

82.50

鷲山法雲
河岸彦治

志賀重人

渡邊一弘 小野川善久
山本浩之 前田昭博

今度の 100% 出席の日は

■ロータリー情報の時間

（ロータリー情報担当委員 潮谷愛一 )

会員数 出席者数

4 月 24 日です。

■スマイル報告

（親睦・スマイル担当委員 緒方公一 )

◎堀内健太郎 10,000 円
先週は親睦ゴルフコンペお疲れ様でした。天気・メンバーに恵ま
れまして優勝することが出来ました。ありがとうございました。
◎佐野 茂 5,000 円
たった一人の孫、しかも外孫ですが、先週 ” 四季の丘 ” で結婚式
を挙げホッとしています。

◎沼田敏雄 5,000 円
明後日２９日（金）１人１種のマジック発表会があります。スマ
イル報告後、もし時間があればリング連結マジックを場慣れの為
披露させてもらえれば有り難いです。

◎宮川義行 5,000 円
２０日の花見例会皆さんお疲れ様でした。翁君の送別会でしたが、
２年間カウンセラーをさせて頂きありがとうございました。多く
の奨学生と出会い、その中の台湾の蔡さんをアクトに紹介、３５
周年のお手伝いもしてもらえる事になりました。２３日の北ロー
タリー４０周年も皆さんお疲れ様でした。熊本地震のドキュメン
ト「西原村」は見応えがありました。役場の吉井さんと日置村長
とは映画村作りで何度も討論した事を思い出します。懐かしかっ
たです。２次会、３次会は、北ロータリーに紛れて最後まで一緒
させて頂きました。東南ロータリー３５周年に向けて頑張ってい
きましょう。
◎横山佳之 3,000 円
先週の花見の会の送別会、ありがとうございました。いつもお世
話になってすみません。最近思いますが、人がいません。どんな

－２－

に広告を出しても求人がきません。一部の者に負担がかかってし
まい、やりくりが大変です。
◎松岡歩紗実 2,000 円
先週は快晴の中、初のゴルフコンペに参加させて頂きありがとう

ございました。同じ組の内田さん、福井さん、山坂さんのフォロー
のお陰で、今までで一番楽しいラウンドとなりました。以前のゴ
ルフコンペはお付き合いでしぶしぶ参加するゴルフですがロータ
リーのメンバーの皆様とプレイするゴルフは本当に楽しいゴルフ
です。今回参加出来なかった（男）松岡さん、次回は是非ご一緒
してください。
◎古庄浩二 2,000 円
先日のゴルフコンペの賞金です。参加費は 3,000 円でした。
◎山田公也 1,000 円
３月２５日三男が大学を卒業しました。これで私は自由の身です。
少しお金も貯めたいと思います。

■沼田敏雄会員手品披露

熊本東南ロータリークラブホームページ、会員専用ページにビデ
オ掲載しました。
https://www.serc2720.org/memberpage/index.html

は、野球で言えば、この "9 回裏ツーアウト 3 点差 " に匹敵する
ピンチであります。今は地区内のロータリアンが知恵を発揮し、
ロータリーの変化する価値観に対して、生き延びる方策を考え、
ピンチをチャンスに「つないで」ゆくことが急務であります。
「つなぐ」とは、若い (40 代、女性 ) 会員を増やし、次世代のリー
ダーとして育ててゆくことであり、既存の会員がそれをサポート
する体制をクラブ内に造り出すことであります。
その上で、考え方の違うそれぞれの会員のロータリー感を尊重し
た多様性に富むクラブ運営を目指すことなのです。
それがクラブ、並びに 2720 地区の継統と発展に「つながる」と
考えます。

その為には、会員がクラブという港に船を停泊させているだけで
はなく、ロータリーの広い大海へ漕ぎ出す勇気が大切ではないで
はないでしょうか。漕ぎ出せば、そこには新しい風景があります。
新たな価値観に出会うチャンスがあるのです。
私は、サンディエゴの国際協議会で、" 世界で良い事をしよう "
とする世界中のガバナーエレクトと交流し、マロニー会長の姿に
直に接し、ロータリーは世界と「つながって」いる事と、この組
織に所属する幸せとステータスを実感しました。

若い会員がロータリーの大海へ漕ぎだせば、そこには今までとは
違った世界があるはずです。そして、そこで育った若きリーダー

たちが、やがては、クラブ会長となり、ひいては地区ガバナーを
目指す土壌が出来た時、2720 地区は素晴らしい地区へと発展し
てゆくと確信いたします。

■点鐘

■ PETS 報告

（会長エレクト 内田信行）

以上
編集者

松岡泰光

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-2020 年度ガバナー所信
国隙ロータリー第 2720 地区
2019 ～ 2020 ガバナー瀧満
【地区スローガン】
『さあ、ロータリーの大海へ漕ぎ出そう』
" 私たちのクラブから将来の地区ガバナーを…"
高校野球 100 年、昨年の夏の甲子園は劇的なドラマを数多く生
んで終了しました。

会長エレクト研修セミナー (PETS)
Presidents-Elect Training Seminar（PETS）
理事会が決定した通り地区内のクラブ会長エレクトを指導し、研
修を行うために、PETS を開くものとするが、多地区合同の PETS
でも差し支えない。PETS は、毎年、なるべく 2 月または 3 月中に
開くものとする。ガバナーエレクトが PETS に対し責任を持つもの
とする。
PETS は、ガバナーエレクトの指示および監督の下に、計画、実施
されるものとする。
（RI 細則 16.030.）

"9 回裏ツーアウト、点差は 3 点 "、誰もが負けを意識した試合で
奇跡が起きることを多くの方が目の当たりにしました。
どうして逆転につながつたのでしょう。それは、最後の打者には
なりたくない、という球児たちの必死の思いが「つながった」か

PETS の目的（Purpose of PETS）
会長エレクト研修セミナー（PETS）の目的は以下の通りである。
次期クラブ会長が次年度の会長となるための準備を整える。
地区ガバナーエレクトおよび次期ガバナー補佐に、次期クラブ会
長の意欲を高め、協力関係を築く機会を提供する。
（ロータリー章典 20.070.1.）

国際ロータリーの価値観の変化や日本を含めた先進国の会員減少
などで、日本のロータリーを取り巻く環境は大きく変わっており、

PETS のプログラム（Program of PETS）
プログラムの目標を達成するため、理事会は会長エレクト研修セ
ミナー（PETS）に以下の内容を盛り込むことを推奨する：

らです。

会員の高齢化など、待ったなしの変革を迫られている現在の状況

－３－

・RI テーマ（RI theme）
・クラブ会長の役割と責務
（Role and responsibilities of club president）
・目標の設定（Goal setting）
・クラブ指導者の選任と準備
（Selecting and preparing club leader）
・クラブの管理運営（Club administration）
・会員増強（Membership）
・奉仕プロジェクト（Service projects）
・ロータリー財団（The Rotary Foundation）
・公共イメージ（Public image）
・支援源（Resources）
・年次計画と長期計画（Annual and Jong-range planning）
（ロータリー章典 20.070.2.）

多地区合同 PETS の法人化の形態
（Form of Incorporation of Multidistrict PETS）
多地区合同 PETS が法人化された場合、この法人の会員は関係地区
のガバナーエレクトもしくは任命された者がなるべきである。法
人化されたこのような活動の理事会は、当該法人の会員によって
選出されるべきである。これらの規定に従っていない法人の機構
は、一般にガバナーエレクトによる多地区合同 PETS の監督に関す
る RI の方針を順守していないと見なされる。ただし、このような
プロジェクトが理事会に承認を申請する際にこれと反対の証拠が
提示された場合はその限りではない。
（ロータリー章典 20.070.8.）
-------------------------------------------------------------------------------------------------

参加者（Participants）
地区内全クラブの会長エレクトは、標準クラブ定款第 13 条第 5 節
（役員の選挙）で義務付けられている通り、PETS へ出席するもの
とする。他の出席者には、ガバナーエレクト、ガバナー補佐、地
区研修リーダーなどが含まれるべきである。ガバナー補佐は、自
分が担当するクラブの会長エレクト、ガバナーエレクト、ならび
に自分たちの間にチームとしての関係を築くにあたってガバナー
エレクトを援助するものとする。
地区研修リーダーは、ガバナーエレクトと協力して、PETS セミナー
の指導者チームのために研修資料を作成し、研修セッションを実
施するものとする。
（ロータリー章典 20.070.3.）
PETS の指導者（PETS Leader）
ガバナーエレクトは PETS の責任者である。地区研修リーダーは、
ガバナーエレクトの指導と監督の下、セミナーを計画し、実施す
る責任を負う。PETS 指導者チームは、資格を備えた元ガバナーと
地区委員会委員長からなる。
ガバナーエレクトは、適切なセッションにおいて財団に関する問
題を準備し、発表するために、地区ロータリー財団委員会委員を
起用するよう奨励されている。
（ロータリー章典 20.070.4.）
PETS の実施時期（PETS Time Frame）
PETS は少なくとも 1 日半のセミナーとし、2 月または 3 月中に開
催すべきである。
（ロータリー章典 20.070.5.）
多地区合同 PETS の指針（Multidistrict PETS Guidelines）
多地区合同 PETS 組織は、ロータリー章典第 21 条、（多地区合同
活動）の対象とならない。代わりに、これらは多地区合同 PETS の
指針が適用される。多地区合同 PETS 組織は、参加する全地区によっ
て承認された多地区合同 PETS の指針に従い、運営指針を作成、維
持するものとする。（ロータリー章典 20.070.6）の（A プログラム、
B 管理運営、C 多地区合同形式への移行、D 多地区合同 PETS 設立
に関する 1 年間の免除 ）節を参照。
PETS の管理運営（Administration of PETS）
地区指導者チームの間に結束を育み、意思の疎通を促進するため
に、単一、多地区合同に関わらず、すべての PETS は、ガバナーの
協力を得たうえでガバナーエレクトの直接の権限と管理の下に置
かれるものとする。
（ロータリー章典 20.070.7.）

－４－

インドのマダンでは、ロータリークラ
ブが地元の団体と協力し、4,000 人の人
たちが利用できる雨水貯水タンクと配
水センターを設置しました。また、地
元の女性や 35 校の学生に研修も提供し
ました。

レバノンの全 24 クラブは、宗教、文
化、政治的な垣根を超え、政府、World
Vision、ユニセフ、赤十字とパートナー
シップを構築し、国内すべての公立学
校に安全な水を提供するプログラムを
立案しました。

グアテマラのロータリークラブは、
Escuintla という町にある 10 校に通う
1,793 人の子どもたちのために、トイレ、
手洗い場、貯水タンク、研修を提供し
ました。

タンザニアでは、12 のクラブが地元の
パートナーと協力し、キゴゴ村の 1,500
人の住民のために、水の供給システム
を設置しました。また、システムの維
持方法と衛生教育を地元住民に提供し
ました。

フィリピンでは、ロータリークラブと
パートナー団体が、222 のトイレ、6
つの雨水集水機、7 つの公衆手洗い場、
20 のバイオ・サンド・フィルターを設
置しました。このプロジェクトによっ
て、1,000 人以上の人たちがトイレ施
設を利用できるようになったほか、約
600 人に安全な水を常時届けられるよ
うになりました。

