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第34回 例会記録(通算第2519回)
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斉唱

今日の例会

国歌 君が代

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
外部卓話 坂井麗子氏

今月･来月の行事
●4/16（月）理事懇談会＠ひろの
すけ
●4/22（日）社会奉仕・RAC 清掃
活動＠日航集合
●4/23（月）親睦・スマイル合同
IM＠ひろのすけ
●5/7クラブ協議会＠日航

まさに浅山年度が少しずつ動き始めております。関係の皆

ロータリーソング

「手に手つないで」

様方にはお忙しい中に大変恐縮ではございますが、クラブ
のためにしっかりと情報収集をお願いいたします。さて、地区

来訪者紹介
卓話者

協議会でしっかり勉強した翌日の１５日(日)は親睦活動委員
菊池恵楓園園長

酒本喜與志様

会の皆様方によります、第３回のゴルフコンペが予定されて
おります。晴天に恵まれますようお祈り申し上げます。という
ことで、勉強に親睦（親睦も勉強です）に盛りだくさんの１週

会長報告（堀川貴史君）

間です。体調管理に十分に注意しながら頑張ってまいりまし

■理事会報告

ょう。

・ 新入会員候補
・ 広報委員会より

平尾豊幸氏･･･承認

来週２２日(日)の家族清掃のお話を少しさせていただきま

スタッフジャンパー、

す。この家族清掃活動は、

オレンジで決定･･･承認

① クラブの社会奉仕活動

先週は、４月２日(月)に毎年恒例の花見の会が行われまし
た。翌３日～４日にかけて春の嵐、いわゆる爆弾低気圧が日

② ローターアクト、インターアクトのメンバーと合同という新
世代奉仕活動

本列島に甚大な被害をもたらしたことを考えると、非常に幸

③ 市街地での大人数での奉仕活動はまさに広報活動

運に恵まれた花見の会ではなかったかと思います。あらため

④ ロータリー、ローターアクト、インターアクトともに会員増

まして、日本全国で被害にあわれた方々には、心からお見
舞い申し上げます。また、親睦活動委員会の皆様方の日頃

強の機会
という意味合いをもっていると思っています。会員企業の

の行いのよさを痛感いたしました。心より感謝申し上げます。

社員様のなかに、ローターアクトに入会させてみようという方

また、４月８日(日)には菊池ロータリークラブの創立４０周年

がいらっしゃいましたら、とてもいい機会となります。ローター

記念式典が行われました。熊本南ロータリークラブからは４

アクトの会員がお友達を誘ってみるのにもとてもいい機会と

名の登録をいただき参加してまいりました。参加いただきまし

なります。インターアクトのメンバーにとっては、卒業生を送り

た皆様お疲れ様でした。

出した今、会員の増強の機会となることを先生方も期待して

今週は、１１日（水）熊本市域会長幹事会が熊本菊南ロー

おられます。また、インターアクト生がロータリアンと会話しな

タリークラブのホストのもと開催予定となっております。また、

がら奉仕活動をする姿は考えただけでもワクワクしてきます。

週末の１４日（土）にはいよいよ次年度に向けての地区協議

我々もローターアクト、インターアクトと奉仕活動を共にする

会が大分にて開催されます。地区協議会にて、地区委員会

機会は滅多にありませんので、ロータリーの魅力を再確認す

の方向性、他クラブの情報等をご確認のうえ、熊本南ロータ

る機会にもなることでしょう。このような強い思いから、皆様方

リークラブでは、５月７日に今年度第４回のクラブ協議会にて、

への案内文には「社員様にも呼びかけていただき、多くの

今年度から次年度への委員会の引継ぎを行ってまいります。

方々に参加いただきたい」というような表現になってしまい、

一部の会員の方々を混乱させてしまいましたことを心からお

出席報告（園田修司君）

詫び申し上げます。「社員の方々のご参加も OK です。」とと
らえて頂けたら幸いに存じます。ともあれ、クラブとして単独

会員数

出席数

出席率

前々回（1/16）
修正出席率

での取り組みは初めてのことです。また、ローターアクトとの

５９名

４３名

78.18％

87.27％

協働事業ということもなかなかないことです。ぜひ、皆様方に
出席規定適用免除者

よって有意義な活動となれば次年度へも引き継いでいけると
思っております。どうかご理解とご協力、何よりもご参加のほ

名誉会員

ど、よろしくお願い申し上げます。

８名

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

委員会報告

理事会報告で申し上げました通り、新入会員が１名増えそ

●親睦活動委員会 （三角雄介君）

うです。嬉しい限りでございます。さあ、あと２９名です。「熊

会員誕生祝・結婚祝

本南ロータリークラブで学び、豊かな人生を送りたい」と思っ

[ 結婚祝 ]

ている方をどんどんご紹介ください。皆様方のお力をどうか

石田隆造 君

お貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。

４．１９

以上会長報告終ります。

幹事報告（野口泰則君）
1. 肥後大津RCより
創立４０周年記念式典・祝賀会出席お礼状の送付
２．ガバナー事務所より
来年度RI理事指名委員会委員決定のお知らせ
RI理事指名委員会委員 玉ノ井溥明パストガバナー
●雑誌委員会（井上雅文君）

RI理事指名委員会補欠委員 山崎勝パストガバナー

まず、お手元のロータリーの友、横書きのページをお開き

３．熊本城マラソン実行委員会より

下さい。1 ページ目にはカルヤン・バネルジーRI 会長のメッ

ボランティア協力お礼状の送付

セージが記載されています。『飢餓』に対してロータリーが発
揮してきた、3 つの大きな強みの理由を述べています。世界
中の多くの地域にロータリーがあること。危機が発生した際

例会変更のお知らせ
○熊本北ＲＣ～観桜会に変更
[変更前] ４月１２日（木）１２：３０～
[変更後] ４月１５日（日）１７：００～
[会 場] 水前寺「泉里」

それを察知し対応する能力があること。飢餓に対して根本的
に長期的に献身する力があること。を挙げています。また、さ
らに強固なものにする為には、アフリカなどの地域での会員
の増強と、より発展している地域のロータリアンのそのような

○熊本西ＲＣ～お花見会の為時間・場所変更
[変更前] ４月２４日（火）１２：３０～
[変更後] ４月２４日（火）１８：３０～
[会 場] 料亭「すざき」

地域に対する関心を高めることが最も有望な道の一つであ
ると結んでいます。2 週間程前にテレビでアフガニスタンの難
民キャンプ地の様子が取り上げられていました。雪の降る寒
い中、着る物や食べ物がなく、婆さんが物乞いをしていたり、

○熊本東ＲＣ～定款に基づき休会
[日 時] ５月１日（火）１２：３０～
○熊本菊南ＲＣ～定款に基づき休会
[日 時] ５月２日（水）１２：３０～
○熊本東南ＲＣ～定款に基づき休会
[日 時] ５月２日（水）１２：３０～
○八代東ＲＣ～夜間クラブフォーラムの為時間・場所変更
[変更前] ５月１０日（木）１２：３０～
[変更後] ５月１０日（木）１８：３０～
[会 場] 松本善孝会員自宅

子ども達が雪の中をはだしでいる、ひどい生活状況の映像
が流れていましたが、このような地域においても、なんとか支
援を取り付ける方法がないものかと考えさせられました。
6～13 ページまでは雑誌月間ということで、雑誌について
紹介されています。6,7 ページには、各国、地域の月間のロ
ータリー誌が紹介されており、タイトルや使用語、発行部数、
創刊の年などが記載されています。各国ロータリー誌の表紙
よりお国柄が感じられ大変興味がわきました。また改めて、
世界にまたがる凄い団体だなと思いました。
14～19 ページまでは各ロータリークラブの多岐にわたる
活動が綴られています。
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22～28 ページには、『雨に見放された大地』と題し、2010
年の年末に、ケニア北部地区において、干ばつによる飢饉
が発生した時の、各地のロータリアンの活躍について記述さ

スマイルボックス（元田亮一君）

れています。

○堀川貴史君・野口泰則君

まさに冒頭の RI 会長メッセージの、現場での実践の様子が

本日卓話者の酒本様のご来訪を心より歓迎致します。お

詳細に書かれています。是非ご一読下さい。

話を楽しみにしています。

32～35 ページまでは、ガバナーページとして、各地区の
ガバナーの想いが綴られています。

○丸田秀一君

39 ページにはロータリアン 3 大義務について記載されて

本日の卓話者、酒本喜與志様に心から感謝します。

います。1 つ目は『例会の出席』2 つ目は『会費納入』3 つ目
には『雑誌の購読』と記載されています。このロータリーの友

○木村弘訓君

を読むことが 3 大義務の一つであることを私自身存じていま

社用の為早退します。お詫びのスマイルです。

せんでしたので、紹介させていただきました。
43 ページのＲＩ指定記事からは、ロータリー財団管理委員

○永井富士雄君

会のウィリアムＢ・ボイド委員長のメッセージが記載されてい

今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイルで

ます。ポリオ撲滅運動に関して、インドでの快挙をあげ、善意

す。

を持つ人々が結束して一つの目標に向かって行動すれば、
大きな事が達成できる事を明らかにしています。しかし、油

○玉田光識君

断は禁物であり、インドはポリオが常在する 2 つの地域に隣

今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイルで

接しており、また、中国でウィルスの流入による感染が確認さ

す。

れています。子どもたちとの約束である『ポリオのない世界の
実現』を叶えるために、寄付とアドボガシー（政府への働きか

○山内昭徳君 Ⅱ

け）の継続を呼びかけています。

久し振りの出席ですが今日も所用で早退しますのでお詫

続きまして、縦書きのページをご覧下さい。⑮ページに 2

びのスマイルを致します。

月号で掲載されたＥクラブが存在する理由に対し、真っ向か
ら反対する意見が述べられており、びっくりしましたので紹介

○現王園敏伸君

させていただきます。他にも興味深い記事が幾つかございま

先週金曜日、娘の中学校入学式に参列してきました。バ

すが、時間の都合上省略させていただきます。

イオリンの独奏、ピアノの演奏に続き、パイプオルガンの

以上です。ありがとうございました。

音色が流れる中、真新しいセーラー服を着て颯爽と入場
する娘の姿に大変感動しました。

●親睦活動委員会（三角雄介君）

絵に描いたような親ばかぶりですが、娘の成長に感謝して

○ゴルフコンペ（4/１５）の案内

スマイル致します。

ゴルフ場の案内・賞品提供のお願い
○現王園敏伸君・渡邉秀章君・石田隆造君
●社会奉仕委員会（丸山浩之君）

先日、高宮さんの発案で、熊本単身赴任会員の会「熊粋

○RAC 家族清掃のご案内

会（ゆうすいかい）」が発足し、花見の会の後、第一例会を

日 時

２０１２年４月２２日（月） １０：００～

行いました。顧問の坂本会員、漆島会員はじめ皆様に熊

集 合

ホテル日航入り口前

本で粋に過ごすためのアドバイスをいただき、コミュニケー
ションを深めて行こうと思います。よろしくお願いします。

●クラブ広報委員会（馬場大介君）
○イベントジャンパー紹介

○齊藤直信君
４月４日、第３７回のグリーンキャンペーンで２０１２ミスイン
ターナショナル日本代表と、熊本市、八代市に苗木の贈
呈を行いました。また、４月１８日熊本県 TOYOTA グルー
プで県下保育園児、幼稚園児全員へ交通安全の絵本を
配布します。
○菊池 RC４０
周年記念感想

○寿崎肇君
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大津高校台湾修学旅行文集が出来上がりました。生徒さ

く、問題になっているのは、ハンセン病患者に対する人権侵

んのホームステイは、熊本南 RC と姉妹提携クラブの台北

害、偏見、差別が起きて、未だに残っていることです。

大同扶輪社の会員のお宅でした。その文集もあります。高

ハンセン病は熊本に患者さんが多く、明治期には私立の

校生の生の記録です。ゆっくりお読みくださいますようお

２施設（リデル・ライト両氏による回春病、琵琶崎待労院）が、

願い申し上げます。昨日８日菊池 RC 創立４０周年の式典

明治 42 年の 4 月には菊池恵楓園がハンセン病療養所として

に参加しました。感動の連続でした。感謝してスマイルさ

開所されました。菊池恵楓園の入所者数は最多時 1734 名、

せて頂きます。ありがとうございました。

現在 362 名（平均年齢 80.5 歳）と全国国立療養所 13 ヶ所の
中で一番大きな施設です。因みに、全国国立療養所の入所

○古財良一君

者数は 2213 人、平均年齢 81.7 歳（平成 23 年 9 月現在）。

以前、入部さんと酒本さんのところへ伺いましたときいろん

現在の入所者は病気は治癒しているものの後遺症が有りま

なお話を聞かせて頂きありがとうございました。今日の卓

す。

話楽しみにしてます。

近代国家を目指す政府としては、先進国にいなくなった
ハンセン病患者の存在を国辱と感じ、国家の体面上、隔離

本日の合計

21,000 円

の対象としました。その後、全県挙げての患者の隔離協力運

今年度の累計

1,4４６,215 円

動「無らい県運動」へと進み、昭和 28 年には「らい予防法」の
改訂に至りました。しかし、平成 8 年に「らい予防法」は廃止

●卓話

され、同時に、療養所内での生活を保障する「らい予防法廃
止に関する法律」の施行となっています。平成 21 年 4 月には
外部卓話
菊池恵楓園園長
酒本 喜與志様
「ハンセン病と熊本」

「ハンセン病問題の解決を促進する法」が施行され、骨子と
して、地域開放の方針となり、将来構想が検討されています。
菊池恵楓園では、マスコミ報道等でご存じかと思いますが、
全国療養所に先駆けまして、本年２月より看護学校跡を利用
してＮＰＯ法人により保育所が開設されました。地域開放の
先駆けとして期待されます。

ハンセン病は、以前にはらい病と呼ばれていました、世界
的に、歴史的に、人権侵害の非常に悪い印象から、今では
発見者に因んでハンセン病と呼ばれています。ハンセン病

【例会予定】
４月２３日（月） 未定

はらい菌を病原菌とする慢性の感染症です。低温性（25～
33 度）の細菌で、皮膚のマクロファージと末梢神経細胞内に
て増え、衣服から出ている部位の手足の変形、知覚・運動麻

４月３０日（月） 祝日に付き休会

痺、視覚障害等を引き起こします。見かけが悪くなり、洋の東
西を問わず、社会問題となってきました。日本では、遺伝病、

５月７日（月） 外部卓話 熊本市長 幸山政史様

業病である、感染力が強い等と誤解され、断種、堕胎が行わ
れ、「らい予防法」により終生の隔離政策が行われました。こ

５月１４日（月） 会員卓話 寿崎肇君

の菌は、科学の進んだ今日においても、未だ人工培養が成
功していません。増殖力が低く、感染性が弱く、飲食、入浴、

５月２１（月） 会員卓話 杉田辰彦君

皮膚・皮膚の接触などの日常生活では感染、発病することは
ありません。発病するには、菌の増殖環境と宿主条件として

５月２８日（月） 約款に基づき休会

免疫機能の未熟な乳幼児期の感染、ことに低栄養状態であ
ることと言われています。日本では昭和３０年以降、ヨーロッ
パでは産業革命以降の２０世紀（抗生剤のない時代に）には
発病者は激減しています。今日の日本人の年間発病者数
は０～１人です。世界的には発展途上国（地域）に２５万人の
新規患者がみられています。昭和１８年に特効薬のプロミン
（抗生剤）の効果が報告されて以来、早期診断早期治療によ
り、後遺症無く、治癒する病気になっています。現在の日本
では、医学的に、公衆衛生学的には問題になる病気ではな
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