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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 石蔵尚之委員長 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 
 
司会･進行 戸高克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
来訪者紹介 

 
        人吉ローターアクトクラブ 

                   本岩 祐梨 会長 
                   中川 宝星 会員                 

                  久保山 慧美 会員        

 

 

     

    会長 延岡研一 
 

 先週の２月２７日２８日、人吉ＲＡＣ４０周年

が行われました。土曜日の記念式典、懇親会、そ

して日曜日の記念プログラムと人吉ＲＡＣ２１名

の努力が実を結びとても素晴らしい大会であった

ことを報告させていただきます。 

 特に「記念プログラム」人吉球磨各市町村を廻

る双六ゲームで、出た目で止まった場所に因んだ

ゲームをしていくみたいな双六でしたが、私をは

じめ、多良木ＲＣの肥後銀行多良木支店長、三浦

会員も含めた７名のロータリアンも参加してとて

も楽しいものでした。須崎パストガバナーにも最

後までお付き合いいただき、最後の講評で、地区

大会レベルの素晴らしさとお褒めの言葉を頂いた

ことも併せて報告させていただきます。アクトの

皆さん、本当にお疲れ様でした。 

 「三つの初心」倫理法人会の今日の「職場の教

養」の話ですが、能役者の世阿弥の格言「初心忘

るべからず」に三つの初心を忘れるなとありま

す。 

１「是非の初心」若い時は上手く行っても驕ら 

 ず、上手く行かなくても一所 懸命の心を 

 忘れずに 

２「時々の初心」いつ、いかなる時も、慣れに 

 慢心せず、その時々の初心を大切に 

３「老後の初心」芸を学び極め、人生の先達に 

 なるが、老いても老いにふさわしい新たな芸 

 を磨くこと 

 この世阿弥の説く「三つの初心」は、最初の志

に限らず、人生のあらゆる時期に、全力を尽くす

ことの尊さを教えてくれているものです。 

 アクトの皆さん、最初の「是非の初心」を胸

に、この経験をステップアップにアクト活動に限

らず、仕事に人生にと、一層の活躍を期待してい

ます。 

 我々ロータリアンもこの「三つの初心」で、今

この時を大切にしていきましょう。 

 今月は、「水と衛生月間」です。 

 今日は後ほど時間を頂いて、月間卓話をさせて

頂きますので、会長の時間はこの辺で終わりま

す。 

 
 
 
    幹事 水野虎彦 

 

【理事会の承認事項】 

・台北稻江ＲＣへの台南震災義捐金返金取扱いの 

 件；今後の災害等発生時に確保する予算として 

 特別会計へ繰り入れ 

【連絡事項】 

・熊本菊南RC創立30周年の案内 

   期  日：H28年6月4日(土)15:00～ 

   場  所：菊南温泉ﾕｳﾍﾞﾙﾎﾃﾙ 

   登録料：会員10,000円 同伴者8,000円 

   登録締切：3月31日 

・ガバナー月信３月号地区ホームページに掲載 

通算２８８３回 第３３例会 

 ２０１６年  ３月４日 

   毎週金曜日 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

 

 

    

 

     

 
会長の時間  P1 

 幹事報告 、 出席率報告、会務報告  P１～２ 

人吉ＲＡＣ御礼挨拶、認知症学会内容説明 P２～3 

環境保全；水と衛生月間卓話 延岡会長 P3～４ 

 ﾆｺﾆｺ箱.Ｒ財.米山.奨学金 寄付カード P４ 
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【例会変更取り止め】 

・熊本ｸﾞﾘｰﾝＲＣ3/14→3/17 18:30～ 

      熊本北RC合同例会 熊本ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙ 

・熊本西ＲＣ3/22→例会取止め 

  〃   3/29→18:30～ロシア料理ボルガ 

・熊本中央ＲＣ3/25→例会取止め 

・八代東ＲＣ3/24→18:30～焼肉翔宴 

・熊本江南ＲＣ3/30→例会取止め 

 

   委員長 漆野智康 

 
 
 

【職業奉仕委員会】    委員長 下田文仁 

 ４月８日例会で優良職員表彰式を計画しており

ます。昨日皆様へ優良職員推薦書用紙をＦＡＸさ

せて頂いております。３月２２日までに返信して

頂きます様お願い致します。 

 

【親睦 ゴルフ愛好会】  担当 塚本哲也 

 ３月１５日(日)予定の定例ゴルフを３月２１日

(月)春分の日に変更します。チェリーゴルフ人吉

コース、１０時６分スタートです。３０分前にご

集合下さい。多くの参加をお待ちしております。 

 

【米山記念奨学会・ロータリー財団】 

第４回米山功労者マルチプル   堤 正博会員 

マルチプル４ポール･ハリス･フェロー 堤 脩 会員 

マルチプル５ポール･ハリス･フェロー 堤 正博会員 

 

 【人吉ＲＡＣ 創立40周年 】 

      創立40周年実行委員長 中川宝星  

 ４０周年式典の２日間、ご参加頂きありがとう

ございました。皆様のおかげで無事に終えること

が出来ました。これからも人吉ＲＡＣ創立５０周

年、１００周年に向けて若者らしく全力で、次世

代のリーダーが生まれるような素晴らしい人吉Ｒ

ＡＣを作っていこうと思っておりますのでご協力

を宜しくお願い申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 【親睦委員会】     副委員長 馬場貞至  

 

  第１７回  

 日本早期認知症学会 

  ご後援の御礼と案内 
    
      小林清市会員 

 本年９月1１７日～１８

日(土・日)開催の第17回日

本早期認知症学会学術大会

の後援をいただきありがと

うございました。 

 この学会は、認知症の予

防、早期に診断、早期に治

療、介護を開始することで重度の認知症に移行す

るスピードを遅らせる、あるいは治療の可能性を

求めて研究を進める医学会であります。 

 今でこそ認知症の早期発見、早期治療の重要性

が声高に叫ばれていますが、私共はすでに17年前

から認知症の早期介入の重要性を指摘していまし

た。 

 本学会には、医師だけでなく、薬剤師、歯科医

師、看護師、理学療法士、鍼灸師など治療・介護

に携わる様々な分野の方々が日本全国から参加さ

れます。 

 この度、この九州の地で初めて開催されます。

本当は人吉で開催を考えていましたが、池田学熊

大神経精神科教授主催の第21回日本神経精神医学

会との初の合同開催となりましたので、止むなく

熊本市での開催となった次第です。 

 一般の方も入場可能ですので、時間が許せばご

参加していただければ幸いです。開催にあたり、

協賛していただける人吉RCの会員方々に厚く御礼

申し上げます。 

 次に第17回大会メインビジュアル「光」につい

て説明します。小林家と親交の深い増永光春氏の

オリジナルアート“走墨”により「光」という文

字をモチーフに描かれた人を表現しています。長

寿社会を支える認知症医療の実現を願い、健やか

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  75.0％ 

欠 席 者 数 15名  2 / 1 9 出 席 率  80.0% 

出 席 者 数 45名 補 填 数  12名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席  片岡・中村・葉山・岩本・新堀・有村・本田 

    大野・山田・宮原・大賀・堀川・大久保・田上・安方        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 

＊メークアップ 人吉ＲＡＣ40周年；小林祐・川越・漆野 

 新堀・尾上・田上・安方・岩本・和田・外山・宮原・大賀        

 ３月の結婚祝い  

 外山 博之会員    ３日   有村 隆徳会員    26日 

 増田 力会員    29日  宮原 和広会員    30日 

               ３月の誕生祝い 

 石蔵 尚之会員    ２日  外山 博之会員     ６日 

 馬場 貞至会員  ７日  有村 隆徳会員    12日 

 中島 博之会員 17日   
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に生きる喜びを表現しています。 

 以上、簡単ですが、学会の案内と御礼を申し上

げました。 

 

【環境保全委員会】 

       ３月水と衛生月間 卓話 

              会長 延岡研一 

 昨年８月24日開催の肥後銀行創立90周年記念講

演会のご案内を頂きまして、肥後銀行新社屋にて

アグネス・チャンさんの「水の惑星に生まれて」

という演題のお話を拝聴しました。 

 ３月に「水と衛生月間」があるので、その際に

皆さんに紹介できないかな、と思って一生懸命メ

モを取って纏めたのですが、少し調べて追加した

ところもありますが、とてもいい話だったので聞

いていただきたいと思います。 

  

 

 アグネス・チャンさん「水の惑星に生まれて」            

                 講演概要 

 

地球の水の量は変わりません。 

 今の地球は干ばつと洪水の両極化になっていま

す。これは地球温暖化が原因です。この事は、今

から30年前の1985年当時から指摘されており、そ

して、地球温暖化防止対策を国際的に協議してい

るにもかかわらず未だ改善の兆しさえ見えており

ません。 

 

アグネスは17歳まで香港で生活してきました。 

 当時、香港は水不足が深刻で、一番ひどい時は

１週間で４時間しか水道が出なかったのです。 

顔を洗うにもコップの水にハンカチを浸けて顔を

チョンチョンとする感じ。そして、水道水でも生

水は飲めなかったのです。野菜をサラダで食べら

れない。水で洗った果物も食べられない。 

 何故か？ 病気になったり、お腹を壊すからで

す。オレンジやバナナなど、皮をむくものしか食

べられなくて、イチゴやサクランボなどは食べる

ことができず、日本に来てから初めて食べまし

た。 

 日本で初めて目にした「流しそうめん」 

水が流れている光景とその中を流れている食べ物

を掬って食べているところ初めて見た時には「す

ごい衝撃」でした。 

 そして、日本に来て、首までつかるお風呂に感

動、とてもリラックスできました。 

 習慣の違いもあるけど、首までお風呂につかれ

る国は片手ほどしかなくて、バスタブというの

は、一人使うと水を落とすものなので、初めてお

風呂に入った時に上がる際に水を落としてしまっ

て次に入る人が湯船が空っぽにしてしまい、怒ら

れてしまいました。だけど、お風呂は体をきれい

にしてからみんなで入ると聞かされて、これはこ

れで、ある意味節水になっているなあと感心した

のです。 

 

水の大切さを痛感しました。 

 本当に水の大切さが身に染みたのは、1985年24

時間テレビのパーソナリティーとしてエチオピア

に行った時。 

 干ばつと内戦とで100万人単位で死者が出てい

る状況のなか、とても行ける状況、環境ではな

かったけど、テレビ局に無理に無理を言って行か

せてもらった時のこと。干ばつによる食糧不足や

汚れた水を飲んで病気になり目の前で死んでいく

子供たちを何人も目の当たりにした時には水の大

切さを痛感しました。 

 そして通常では考えられないことですが、ハエ

が人間と一緒に移動するのです。なぜか、ハエも

水に飢えているので、人間の目と口、そして体か

ら出てくる膿に集ってくるのです。 

 口を開けたらハエが入ってくる。最初はのどで

暴れるハエで「うぇっ」と戻しそうになって吐き

出すのですが、何時から始終入ってくると、面白

いもので慣れてきて唾で呑み込めるようになった

のです。 

 

ボランティア活動 

 色んなボランティア活動がある中で、井戸を掘

ることが一番だと思いましたし、ユニセフも30年

前から井戸に力を入れて取り組んでいます。 

 これはアグネスの話ではないのですが、何かの

時に聞いた話ですが、ボーリングで掘って動力で

汲み上げるシステムは、故障した際に修理する人

がいなければ使い物にならなくなるので、実際に

人力で水を汲み上げることができる井戸を掘るこ

とが必要なのだと。 

 

水不足がもたらす影響 

 世界では６～８億人が水不足で飢えていて、そ

のほとんどが子供です。水だけではないですが、

年間630万人の5歳以下の子供が亡くなっていま

す。そのほとんどは、栄養失調、その原因は食べ

物がないから、何故か？水不足だからなのです。

特にアフリカは、北部から干ばつによる砂漠化が

進んでいます。 

 西アフリカの内陸国。農業国で裕福ではなかっ

たが、平和な国がありました。雨が降らなくな

り、北部から砂漠化していき、住民が南部へと移

動していく。そうすると、南部の原住民と北部か

らの移住者間でいさかいが起こる。追い出しにか

かり、暴力化していく。そして国内で国民同士の

殺し合いが始まるのです。 

 

川について 

 話は変わりますが、日本の川は日本のもので

す。島国だからです。大陸では違います。 

 たとえば、メコン川はチベット高原を源流に、

中国、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、

ベトナムと流れる国際河川です。国際河川である

メコン川は流域の約6000万人が飲料水や農業・工

業用水として利用し、河川や河口での漁業や水産

養殖も盛んです。 
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 上流の中国はすでに多くのダムを造っており、

下流国であるカンボジアやベトナムは困ることに

なっています。メコン川委員会という組織を作っ

て各国の調整と川の管理をしていますが、上流の

中国とミャンマーは正式には委員会に入っておら

ず、経済成長が進む流域各国で水利用や電源開発

の必要性など、利害関係の調整はますます難しく

なってきています。 

 

日本は水が豊富なのに 

 改めて確認するまでもなく、日本には豊富な水

があります。世界平均の倍の1800mlの降水量があ

り、先に述べたように、川はすべて日本のもので

す。水危機を実感することはありません。しか

し、世界的には水不足の危険度は今後ますます増

大します。1世紀で世界人口は4倍になり、使用す

る水は８倍になっており、とりわけ21世紀に激し

い経済成長・人口増加の予想されているアジア地

域では深刻な問題です。 

 そんな中で、日本はバーチャルウォーター（仮

想水）の世界一の輸入国であるという事を私たち

日本人は深く認識する必要があります。 

 どういう事かというと牛肉１㎏作るのに２０ℓ

の水が必要で、一頭生育するのに２０万ℓの水を

使っています。この育てるために使った水がバー

チャルウォーターです。 

 自給率40％の日本は農産物輸入で数百億トン～

千億トンを超える水を輸入している（50％強はア

メリカ）とういことなのです。日本で使用される

工業用水は130億トンでしかないので、その桁違

いの多さに驚かされずにいられません。 

 そして、賞味期限切れでの処分も含めて、日本

はカロリーベースで食べ物の４割以上を捨ててい

るのです。水が豊かな日本が、水不足で苦しんで

いる国々の水をそれこそ湯水のごとく使っては捨

てているという事なんです。なんか、「もったい

ない」という言葉が世界的な言葉になった国とし

て恥ずかしい思いがします。 

 

火の世紀、水の世紀 

 そして戦争・紛争も水で起こるのです。 

 アフリカの内戦、アフガン紛争、シリアではIS

はダムを確保しているから強いと言われていま

す。中国は豊富な水資源のチベットを絶対に離さ

ないのです。 

 20世紀は火の世紀。21世紀は水の世紀なので

す。今、世界で最も裕福な国は、カナダです。 

水資源の豊富な国ですが、今までアメリカに水を

売っていたのをやめ、水資源を守ることにしまし

た。日本も水資源が豊富で、すべて国内にありま

す。恵まれているからこそ、水資源の開発で貢献

をしなければいけないのです。 

 

最後に 

 最後に、アグネスがNASAで会った宇宙飛行士の

話です。彼は、 

「空軍パイロットだった時、実際に爆撃を行った

が、いくら爆撃しても壊れない、壊れるといった

感覚はなかった。しかし、宇宙から地球を見たと

き、国境もない青い地球を見て、 

とても儚い、すぐにでも壊れそうなクリスタルに

見えた。」 

と言いました。 

「この話を聞いた時、なぜか、自然と涙があふれ

た。」 

アグネスの講演会での最後の言葉でした。 

 

 以上が講演の概要です。 

安方支店長、内容はこんな感じでよろしかったで

しょうか。今月は「水と衛生月間」、何かを汲み

取ってもらえれば幸いです。 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員長 永尾禎規 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・安達会員 人吉ローターアクト創立40周年記念 

 式典に第2720地区アクト委員長として参加しま 

 した。ほとんどのアクトメンバーが入会一年未 

 満で、特に入会半年で実行委員長を務めた中川 

 宝星君は皆をまとめて見事に努めてくれまし 

 た。さすが中川パスト会長のご子息でビックリ 

 ポンでした。皆様のご協力に感謝申し上げま 

 す。                  

・延岡会長 アクト４０周年本当によく頑張りま 

 した。お疲れ様でした。アグネスチャンになり 

 変り、水を大切にしましょう。      

・堤正博会員 本日マルチポールハリスフェロー 

 のバッヂと米山功労者の感謝の証をいただきま 

 した。ありがとうございました。社長交替しま 

 したが、今後とも宜しくお願いします。  

・小林清市会員 第17回日本早期認知症学会への 

 ご後援、ご援助ありがとうございます。ニコニ 

 コします。               

・浅野会員 出張のため早退します。    

・外山会員 ①誕生日②結婚記念日     

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・中川会員人吉ローターアクト４０周年では会員 

 の皆様にご協力戴きありがとうございました。 

 息子も皆様に感謝いたしております。ありがと 

 うございました。            

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美寛志 米山奨学特別寄付      

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 大人の修学旅行の第１回打合せ 

 を行い、おつりがでましたので。     

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文        

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 


