第２４回例会記録(通算第 2552 回)
平成 25（2013）年１月２８日
台湾での県主催レセプションにて 蒲島知事、大同ＲＣ 李さん（左）、黄さん（右）と

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

２/９ 第 4 グループ IM＠ニュースカイ
クラブ管理運営セミナー＠テルサ
２/９,１０ 全国ローターアクト研修会

4.会員卓話 寿崎 PG

懇親会１９：００～＠日航熊本
２/１６ クラブ研修育成ｾﾐﾅｰ＠大分市

会長報告（浅山弘康君）
1 月 8 日の新春合同例会、21 日の例会には出張のため

今後もこのような活動には出来るだけ協力してまいりた
いと考えます。また、引き続き、今年も「楽しいロータリーク

欠席いたしました。大変申し訳ございませんでした。改めま

ラブ」を目標に活動してまいりますので、どうぞよろしくお願

して、今年もよろしくお願い申し上げます。

いを申し上げます。

1/15 の新年会と重複いたしますが、東京の新年会に数箇
所出席し、感じたことですが昨年の新年会と雰囲気がガラ
ッと違って景気の良い話が一杯でした。また、ある経済団

幹事報告（漆島典和君）

体の新年会では出席者が昨年より格段に多く、「気＝気持

１．玉名中央RC創立30周年記念式典祝賀会のお知らせ

ち」でこんなに変わるものかと感じた次第です。
この度の渕田会員、山本姉妹クラブ委員長、古財副幹
事による台湾訪問大変お疲れ様でした。台湾の経済人を

２．2013～2014年度ガバナーエレクト 赤山氏よりサンデ
エゴからハガキが届いています。

紹介してほしいとの県からの要請で今回、台湾訪問となりま
した。また、台北大同ロータリークラブからもレセプションに
参加いただいたとのこと、心から感謝申し上げたいと思いま

３．季刊誌［暴力追放くまもと］第41号及び資料が届いてい
ます。

す。台北大同ロータリークラブの皆さんには南阿蘇神楽の
台北実践大学への訪問に引き続き大変お世話になり重ね
て感謝いたしております。台北大同ロータリークラブとの友

４．2013～2014年度ガバナーエレクト 赤山氏より委嘱状
が届いています。

好交流も進展したと思います。
今回の熊本県蒲島知事を始めとした台湾訪問の理由は
台湾の友好交流と同時に阿蘇くまもと空港の国際化を目指
すもので、空港の利用を増やすため、その一環としてチャ
ーター便を台湾へ飛ばしたものです。

５．地区大会登録の出欠及び全国ローターアクト研修会の
出欠を回覧します。

姉妹クラブでもある大同ロータリーの会員を紹介してほし
出席報告（現王園敏伸君）

いとの要請があり、山本姉妹クラブ委員長、古財副幹事と

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

私の三人で訪問致しました。２５日（金）は大同ロータリー

６２名

３９名

67.24％

７６．２７％

した。その折に、来年４月１０日に創立３０周年の年にあた

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

の例会に出席してまいりました。大変歓迎していただきま
るため、熊本南ロータリークラブも沢山の方へ出席してほ

欠席記録免除者 0名

しい。また、来年は青少年交換短期留学事業で熊本南の

０名（会員数には含まれません）

受入の年ですのでよろしくとのお話がありました。

例会変更のお知らせ
●社会奉仕委員会（赤澤剛君）

○中央ＲＣ～第４グループ IM の為日時変更
[変更前] ２月８日（金）１８：３０～

2/7(日)熊本城マラソンボランティア45名参加

[変更後] ２月９日（土）１５：００～

3/24(日)オハイエくまもととっておきの音楽祭 参加のお願

[場

い

所] ニュースカイ

［サインメーキャップ無し］

●親睦活動委員会（井上雅文君）

○０５福祉ＲＣ～親睦会の為日時変更

4/8(月)熊本南 RC 花見 予定（詳細後日）

[変更前] ２月１２日（火）１２：３０～
[変更後] ２月９日（土）１６：００～
[場

●スマイルボックス（坂本研一君）

所] 熊本城稲荷神社

○浅山弘康君・漆島典和君
○熊本西～第４グループ IM の為日時変更

熊本県の台湾との交流会に渕田会員、山本会員、古財会

[変更前] ２月１２日（火）１２：３０～

員本当にお疲れ様でした。感謝のスマイルです。

[変更後] ２月９日（土）１５：００～
[場

○藤見泰之君

所] ニュースカイ

本日は卓話をさせていただきます。どうぞよろしくお願い
致します。

※2月下旬までサインメーキャップが少ないのでご注意下さい。

○浅山弘康君
久しぶりの例会出席です。大変失礼いたしました。お詫び

●1/21次年度理事会報告（野口泰則君）

のスマイルです。

①来年度の新春合同例会の日程
平成２６年 1 月８日（水） 12:00～14:00 予定 400 名

○倉崎保広君

ホテル日航熊本に於いて

藤見君の卓話、楽しみにしています。しっかりお店の宣伝

②米空軍音楽隊の要請について

もして下さい。

実行委員会 : 久峨章義君、後藤博君
日時会場候補 ： 10 月中旬、熊本市民会館

○野口泰則君
先日、タイプロジェクトの打ち合わせ会がありました。

●1/28定例理事会報告

今年もやります。

事務局員採用について
公募・推薦より選出し、３月からの採用予定。

○今村浩昭君・塩井泰明君
先日、真面目な坂本委員長の唄に聞きほれました。ボギ
ーにスマイル！

委員会報告

○井上雄一朗君

●姉妹クラブ委員会（渕田俊郎君）

本日誕生祝をいただきました。１２月生まれなのですが、

1/24～26 台湾大同扶輪社訪問の報告

振り返ってみるとあれだけ尽くしている子ども達から何一

去る１月２４日より二泊三日の行程で台湾訪問をいたし
ました。目的は九州3県（熊本・鹿児島・宮崎）と台北企業

つ貰えませんでした。

とのビジネス交流会が実施され、その交流会へ我々との

感謝申し上げます。ありがとうございました。
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（1）正視
○田川憲生君

正視とは、調節休止状態のとき、無限遠の一点より発した光

２月号の月刊［文芸春秋］で「１０年後の日本を担う１０８

線が、眼内の網膜（中心窩）の一点に結像する眼をいう。

人」の中にデザイン・エンジニアの息子（田川欣哉）が入り
ました。親バカと分かってご紹介します。嬉しい限りです。

（2）近視
近視とは、調節休止状態のとき、無限遠の一点より発した光

○齊藤直信君

線が、眼内の網膜（中心窩）の前方で結像する眼をいう。

1/1２久しぶりに中山競馬場でノッティングボーイが優勝し
ました。

（3）遠視
遠視とは、調節休止状態のとき、無限遠の一点より発した光

○堀川貴史君

線が、眼内の網膜（中心窩）の後方で結像する眼をいう。

我が家の受験ラッシュが始まりました。長男長女のダブル
受験です。今日長男の第一回戦の発表があり、学園大学

（4）乱視

付属高校の特待に合格しました。まだまだこれから続く我

乱視とは、調節休止状態のとき、無限遠の一点より発した光

が子の活躍に期待して、とりあえず１勝をあげたことへの

線が、眼内の網膜上の一点に結像しない眼をいう。結像点

お祝いのスマイルをいたします。

は二点となる。

○坂本研一君

（5）老視

藤見さんの卓話楽しみにしています。

老視とは、遠方の視力補正をしてもなお、日常生活におい

我が家の受験が終了いたしました。これで３人の子すべて

て不便をきたすほど、眼の調節力が減少した状態をいう。

終了です。小さい子を持たれている皆様、さあこれからで

屈折異常ではなく加齢によるものである。

す。頑張って下さい。
○濱田定勝君、野田三郎君、田川憲生君、木村弘訓君、堀

② 視力と眼鏡補正

川貴史君

視力（屈折異常）補正の目的は、視力の改善と眼精疲労の

祝！！濟々黌選抜野球出場決定。健闘を祈ります。

解消である。特に視力は、屈折の状態を知る手掛かりとして
重要である。

○坂本幸樹君
吉行さんのお姿を見て驚きました。何が起こるか分からな

（1）遠方視力：良好 近方視力：良好

いので、やはり保険は大事ですね。早く完治されることを

予想される眼の状態は「正視」「軽度の遠視」

祈念してスマイルします。
（2）遠方視力：良好 近方視力：不良
会員卓話（玉田光識君）

予想される眼の状態は「正視眼の老視」「遠視」

「眼を健やかに保つ基礎知識」 藤見泰之君
本日は、卓話の時間を

（3）遠方視力：不良 近方視力：良好

ご用意していただきあり

予想される眼の状態は「近視」「軽度の乱視」

がとうございます。
大変ありがたく光栄なこと

（4）遠方視力：不良 近方視力：不良

だと感謝い たしておりま

予想される眼の状態は「遠視」「乱視」「強度の近視」「その他

す。

の原因」

皆様が「今」見ていらっ
しゃる景色という映像は、全て光でつくられております。
光をつかって視力補正する道具の眼鏡について、

③ 眼球

眼球のことも含めながらご説明させていただきます。

眼球の直径は、正常の場合 24 ミリ前後で三層構造であり、
一番外側から強膜（角膜も含む白目の部分）、脈絡膜（黒目

① 屈折異常

の部分）、網膜となる。

屈折異常は正視以外の眼のことをいい、遠視、近視、乱視
の種類があります。

（1）強膜は、カルシウムを多く含んでおり、とても強靭で眼球

3

保護の役目をしている。

●台湾訪問
渕田さん、山本さん、古財さん、大変お疲れ様でした！

（2）脈絡膜は、眼球への栄養供給の役割をなす膜であり。眼
球内において血管が集中する膜である。メラニンを多く含む
膜でもあり、メラニンという色素が多いほど色は濃くなるので、
メラニン量が多い日本人の場合、黒目の色は黒褐色となる。
（3）網膜は、カメラでいうフィルムにあたる部分。網膜へ到達
した光線は、視細胞から視神経管を通り脳へと送られ映像と
して認識される。

④ まとめ
視力の改善と眼精疲労の解消を目的とする眼鏡補正。
その眼鏡を用いて行う視力補正は、最適な光量とするため
の補正ともいえます。

【例会予定】

視力補正道具として認知され、ながく使用されてきた眼鏡の

2/11 祝日につき休会

これからの役割は、最適な光量にて快適をつくることであり、

2/18 外部卓話 吉村郁也様

それは、眼疾患（白内障、緑内障、黄斑変性症）等の予防へ

（株式会社 グローカル・ビジョン代表取締役）

とつながります。最適な光量をつくる眼鏡は、眼球そのもの

2/25 外部卓話 薄井良文様 （阿蘇広域消防本部）

を健やかなものとする道具となり得ます。
ご清聴いただき心根より感謝申し上げます。

【RAC・IACの例会日程について】

ありがとうございました。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
2 月 7 日（木）20 時より西部ガスにて
内容「世界の鍋」
2 月 17 日（日）
内容「熊本城マラソン清掃活動」
※参加人数が少ない可能性があり、日程変更の可能性
あり。
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：2 月 6 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。
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