
 
 

 

 

 

第２０例会記録(通算第 2548 回)  

平成 24（2012）年１２月１０日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

 

来訪者紹介 

福岡城南 RC  畑野裁彦 様 

 

 

なお、最近は徘徊されている人の捜索にも活躍しておりま

す。この機会に九州救助犬協会をご認知いただければ幸

いです。 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１．熊本県暴力追放運動推進センターより 

  暴追速報の送付 

２．比国育英会バギオ基金より 

  ２０１１年度事業報告書の送付 

３．熊本市地球温暖化防止活動推進センターより 

 「わくわく温暖化防止」の送付 

４．ロータリーの友事務局より 

  決算概要冊子の送付 

 

12/10 定例理事会報告 

1.事務局二村さん12月10日付けで退職願い。 

後任がみつかる間は古財夫人にお願いする。 

２．鈴木勝志会員からの寄付金１０万円をどう活用するか 

会長報告（浅山弘康君） 

12月 10日 本年度 20回目、通算 2,548 回目の例会です。 

本日の来訪者は、福岡城南 RC の畑野裁彦様です。ようこそ

いらっしゃいました。歓迎をいたします。卓話は川越会員にお

願いを致しました。よろしくお願い致します。 

本日、鈴木会員より 10 万円の寄付の申し出がございました。

多額の寄付に対して心から感謝申し上げます。なお、活用方

法につきましては理事会で検討し、ご報告申し上げます。 

また、12/3 の家族会では多数の出席いただきありがとうござ

いました。親睦活動委員会の三角委員長を始め委員会の皆

さんには楽しい企画を立てて頂き真にありがとうございまし

た。 

会長報告です。本日は、ＮＰＯ法人 九州救助犬協会のＰＲ

をさせていただきます。九州救助犬協会は九州、沖縄をエリ

アとして 64頭の救助犬（熊本県内 11頭）が所属し、救助活動

を行っているＮＰＯ法人です。初代理事長は当クラブの会員

でもありました故永野会員が務めておられました。救助犬協

会は九州、沖縄だけでなく、昨年は東日本大震災、今年の九

州北部大豪雨でも活動をいたしました。 

よりよい世界のために、ロータリー財団の補助金は役立てられています。（卓話より） 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 井手眞司様 

１２/１７ 職場訪問＠九州クラフト 

１/８ 新春合同例会 

 

（熊本市動物愛護センター愛護係長） 
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次年度理事会報告 

次期SAAに赤澤剛君を全員一致で承認 

 

例会変更のお知らせ 

○福祉ＲＣ 

合同例会の為時間変更 

[変更前] １月８日（火）１２：３０～ 

[変更後] １月８日（火）１８：３０～ 

[場 所] キャッスル 

○中央 RC 

定款に基づき休会 

 [日 時] １２月２８日（金）１２：３０～ 

合同例会の為日時・場所変更 

 [変更前] １月４日（金）１２：３０～ 

[変更後] １月８日（火）１８：３０～ 

[場 所] キャッスル 

○菊南ＲＣ 

合同例会の為日時・場所変更 

[変更前] １月２日（水）１２：３０～ 

[変更後] １月８日（火）１８：３０～ 

[場 所] キャッスル 

家族会の為時間変更 

[変更前] １月２３日（水）１２：３０～ 

[変更後] １月２３日（水）１８：３０～ 

[場 所] ユウベルホテル 

○西南 RC 

合同例会の為日時・場所変更 

[変更前] １月３日（木） 

[変更後] １月８日（火）１８：３０～ 

[場 所] キャッスル 

○菊池ＲＣ 

定款に基づき休会 

[日 時] １２月２７日（木）１２：３０～ 

[日 時] １月３日（木）１２：３０～ 

家族新年例会の為時間変更 

[変更前] １月１０日（木）１２：３０～ 

[変更後] １月１０日（木）１８：３０～ 

○西ＲＣ 

定款に基づき休会 

[日 時] １２月２５日（火）１２：３０～ 

[日 時] １月１日（火）１２：３０～ 

合同例会の為日時・場所変更 

[変更前] １月８日（火）１２：３０～ 

[変更後] １月８日（火）１８：３０～ 

[場 所] キャッスル 

○平成ＲＣ 

家族会の為時間変更 

[変更前] １２月１９日（水）１２：３０～ 

[変更後] １２月１９日（水）１８：３０～ 

定款に基づき休会 

[日 時] １２月２６日（水）１２：３０～ 

○宇城 RC 

定款に基づき休会 

[日 時] １２月２８日（金）１２：３０～ 

[日 時] １月４日（金）１２：３０～ 

家族会の為時間変更 

[変更前] １月１１日（金）１２：３０～ 

[変更後] １月１１日（金）１８：３０～ 

 

 

 

新入会員自己紹介(３回目) 

氏名：藤見泰之君 

生年月日：昭和４５年２月１日 （４２歳） 

勤務先：フジミオプティカル代表 

職業分類：眼鏡販売 

趣味：仕事 

推薦者：倉崎保広君・工藤青史君 

 

 

委員会報告 

○親睦活動委員会（永井富士雄君） 

家族会は１０２名の参加でした。ありがとうございました。 

新年会オークション出品のお願い 

（締切：12/１７例会まで） 

 

○親睦活動委員会（永井富士雄君） 

 

 [誕生祝]   

           

三角雄介 君  12.07     

井上雄一朗君 12.11     

渕田俊郎 君  12.22     

吉永彰一 君  12.25 

 

 

 

 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ４５名 76.27％ ７３．６８％ 

出席規定適用免除者 ８名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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[結婚祝] 

藤木正幸 君 12.02 

鈴木勝志 君 12.05 

工藤青史 君 12.05 

 

 

スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・漆島典和君 

当クラブの来訪者、福岡城南 RCの畑野裁彦様を歓迎い 

たします。 

〇赤澤剛君 

当クラブへの来訪者、福岡城南 RCの畑野裁彦様を歓迎 

致します。 

○斎藤直信君 Ⅱ 

久し振りのホームクラブ例会出席です。 

本日卓話者の川越様に心から感謝します。 

○寿崎肇君 

１１月４日第１０回公徳費を頂き、感動しました。これも皆様

のお力添えの賜でございました。ありがとうございます。年

忘れ家族会は大変楽しゅうございました。来年も頑張ろう

と思いました。ありがとうございます。 

１１月２６日の第１，２，３ゾーンの財団セミナーの報告を忘

れました。来週は必ず持参いたします。１１月２７～２９日

の４日間ロータリー研究会はガバナー月信をご覧下さい。 

○野口泰則君 

 鈴木会員のお元気な姿を見てとても安心しました。とても

嬉しいスマイルです。 

○親睦活動委員会  

三角雄介君・渡邉秀章君・現王園敏伸君・塩井泰明君・ 

藤見泰之君・平尾豊幸君・坂本幸樹君・玉田光識君・吉 

行邦夫君・吉本栄一君・星野誠之君・丸山浩之君・田川 

憲生君・井上雅文君・永井富士雄君・古財良一君 

先日の家族会では大変お疲れ様でした。皆様のお陰で 

何とか出来ました。また、歌合戦に参加していただいた

方々、本当にありがとうございました。司会の席より失礼な

ことを多々申し上げたかもしれませんが、ロータリーの友

情に免じてお許しください。親睦活動委員会一同よりお礼

申し上げます。 

○坂本幸樹君 

先日の家族会はとても楽しかったです。嫁も喜んでおり、 

自宅に帰ってからもロータリーの話で盛り上がりました。 

皆様のお陰です。ありがとうございました。 

○川越武君 Ⅴ 

先週の家族会は欠席致しまして誠に申し訳ございません 

でした。その日は当店新茶家においての JCジュニアの忘 

年会と重なり、出席することが出来ませんでした。 

また、本日の卓話で国際ロータリー財団のご紹介をさせて 

いただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

〇工藤青史君 

大変ご無沙汰しております。久しぶりの例会出席です。 

本日も少し早めに失礼いたします。申し訳ございません。 

〇元田亮一君 Ⅱ 

先日の家族会の欠席、申し訳ございませんでした。また本 

日は早退いたします。ダブルのお詫びをいたします。 

 

 

 

会員卓話（玉田光識君） 

「国際ロータリー財団の活動」 

ロータリー財団委員長 

川越武君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。ロータリー財団委員長の川越でございます。本

日の卓話のテーマは「国際ロータリー財団の活動」でござい

ます。ロータリー財団には６つの重点分野があり、その重点

分野とは、 

 

①平和と紛争予防 

②疾病予防と治療 

③水と衛生設備 

④母子の健康 

⑤基本的教育と識字率向上 

⑥経済と地域社会の発展 

 

以上の６項目となっております。本日は、この項目について

紹介してある映像をご覧いただきたいと思います。 
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ロータリー財団を支援する 5 つの理由 

（国際ロータリー・ニュースより） 

1. ポリオの撲滅 

世界中のロータリアンは、ウォーカソンや寒中水泳など、さま

ざまな募金行事に参加し、ポリオを世界からなくすという約束

を守るために活動しています。 

1985 年にロータリーがポリオ・プラス・プログラムを発足させ

て以来、ポリオ撲滅は組織の最優先事項とされてきました。

「End Polio Now」（今こそポリオ撲滅のとき）を合言葉に、この

約束を果たすための活動にぜひご協力ください。 

 

2. 基本的教育と識字率向上 

貧しい農村や戦争で荒廃した国で生活を立て直す手段は、

教育をおいてほかにありません。例えば、米国のロータリア

ンが国際読書協会（IRA）と協力して実施した識字率向上プ

ロジェクトでは、スーダンの難民に次世代への教育方法を教

えることによって、地域社会の再建を支援しています。  

スーダン南部で実施されている教員研修活動により、数十

年にわたる紛争で祖国を追われた「ロストボーイズ（失われた

子どもたち）」や「ガールズ・オブ・スーダン」と呼ばれる難民

たちに、幼稚園から中学生までを教えるための教員研修資

料、ガイダンス、サポートを提供しています。 

 

3. 平和と紛争解決の推進 

母国コートジボワールが内紛によって二分されるのを目の当

たりにしたロータリー平和フェロー、コアメ・レミ・ウースーさん

は、紛争の解決に情熱を注いでいます。 

現在、ウースーさんは、2007 年に包括的和平合意が出され

るまで度重なる紛争に苦しめられてきた中央アフリカ共和国

の国連開発計画で仕事をしています。 

ロータリー平和フェローは、国家間協力や国際協力、平和、

紛争解決の推進におけるリーダーです。「平和と紛争解決／

紛争予防」は重点分野の第一項目として挙げられています。 

 

4. 子どもの死亡率の削減 

スリランカのジャエラ・カンダナ・ロータリー・クラブとインドの

マドラス・ノースウェスト・ロータリー・クラブは、スリランカの小

さな地域社会に住む 15の家族のためにより良い衛生設備を

提供することによって、子どもの死亡率の削減に取り組んで

います。ロータリー財団マッチング・グラントを申請したこれら

二つのクラブは、14 のトイレを設置し、乏しい衛生設備に起

因する下痢やその他の疾患の予防に努めています。 

世界保健機関（WHO）によると、毎年 180 万人の子どもが下

痢によって死亡しており、5 歳未満の子どもの死亡原因とし

て 2 番目に多いものとなっています。適切な衛生設備により、

多くの国で子どもの死亡率を 30 パーセント近く抑えることが

できます。「水と衛生設備」は 3番目の重点分野として掲げら

れています。 

5. 飢餓との闘い 

ルーマニアでは、現地の農民たちを支援する財団補助金の

おかげで、孤児や病気の子どもたちに卵、ミルク、肉などが

提供されています。財団補助金 によって家畜の飼料やパッ

ケージ用物資など必要なものすべてが購入できるようになっ

た農民たちが、補助金のお返しとして、農産物の一部を小児

科病院、学校、孤児院などに分け与える仕組みが取り入れ

られています。 

また、米国アラスカ州では、アンカレッジ・イースト・ロータリ

ー・クラブも、低所得家族のために移動食糧トラックを運営し

て飢餓問題に取り組んでいます。 

これらのプロジェクトは、「母子の健康」「経済と地域社会の

発展」といった重点分野に該当するものです。 

 

 

 

 

【例会予定】    

12/24 休会 

12/31 休会 

1/７ → １/８新春合同例会に変更 

 

 

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：１２月２１日（金）２０：００～ 

場所：未定 

内容：忘年会 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会 

 日時：１月１６日（水）１６：００～ 

 場所：国府高校 

 内容：未定 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。 


