第２６回例会記録（通算第 2676 回）
平成 28（2016）年２月２２日
「 ポ リ オ ダ バ イ ピ ラ イ エ 」 ポ リ オ ワ ク チ ン 投 与 活 動 in イ ン ド

斉唱 国家 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
4.外部卓話 興梠研一様

来訪者紹介

（熊本市役所観光文化交流局 課長）

岡崎浩信様（宇土 RC 会長）

会長報告（後藤

３/５ 八代南 RC 創立 40 周年記念式典
＠やつしろハーモニーホール
３/１５ 地区大会 来賓委員会会議

博君）

皆さま、こんにちは。まず先週開催されました「臨

＠くまもと県民交流館 パレア
３/２６-２７ RI 第 2720 地区 地区大会
＠市民会館崇城大学ホール

例会変更のお知らせ
○西稜 RC～定款に基づき休会

時理事会」のご報告です。

[日

程] 2月29日（月）１8：30～

1.台北大同扶輪社来熊歓迎会の追加予算について

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

⇒追加予算が承認されました。（合計712,000円予算）

[変更前] 3月1日（火）１2：30～

2.3/20オハイエくまもと音楽祭支援について

[変更後] 3月1日（火）１8：30～

（社会奉仕委員会より）

[場

⇒事業計画案で承認されました。
（寿崎奨学生の参加も

○東 RC～親睦会のため時間場所変更

所] 未定

承認）

[変更前] 3月1日（火）１2：30～

さて、2/17（水）子クラブであります、熊本西 RC 創

[変更後] 3月1日（火）１9：00～

立30周年記念例会には多数ご参加いただきました。あ

[場

所] 松屋本館

りがとうございました。2/19（金）は熊本市域 RC 会長・

○05 福祉 RC～清掃作業のため時間場所変更

幹事会が開催され、各クラブより半期のご報告がござ

[変更前] 3月8日（火）１2：30～

いました。また、昨日は熊本城マラソンが開催されま

[変更後] 3月8日（火）7：00～

したが、出場された方は大変お疲れさまでした。

[場

所] 県民総合運動公園

○平成 RC～作業例会のため日程場所変更
幹事報告（吉永彰一君）

[変更前] 3月9日（水）１2：30～

1.台北大同扶輪社より、地震お見舞いのお礼が届いており

[変更後] 3月12日（土）9：00～
[場

ます。

熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

所] 丸山ハイランド

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更

のこと。200名の予定が倍以上の人数が参加し、とて

[変更前] 3月23日（水）１8：30～

も大きな反響があったとのことです。社会奉仕活動と

[変更後] 3月23日（水）１9：00～

して取り上げる価値が高いと思います。P.12は中学生

[場

の救急蘇生講座 継続20年の協賛。突然発生する緊急

所] 未定

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

事態。
「心肺蘇生」、
「AED 操作」をどこまでやれるでし

[日

程] 3月29日（火）１2：30～

ょうか？浜松市医師会の取り組みに賛同し、浜松南 RC

○平成 RC～定款に基づき休会

では訓練の器具代・テキストを支援、会員も訓練して

[日

参加しているとのこと。我がクラブでも外部より専門

程] 3月30日（水）１2：30～

家をお呼びして卓話指導していただいてはどうでし
ょうか？P.14今月は平和と紛争予防/紛争解決月間で

出席報告（井上雅文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

３３名

57.89％

１００.００％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

す。ポール・ハリス氏没後50年を記念して、2002年に
「ロータリー平和センタープログラム」が創設されま
した。6つの当センターで2年間学び、修士号を取得す
るプログラムです。日本では ICU で開かれており、候

欠席記録免除者 2名

補者を募集中です。P.37はロータリーの誕生日につい
て語ろうという記事。2月23日ロータリーは111周年を

０名（会員数には含まれません）

迎え、この機会にロータリーについて語り合ってはど
うですかとのことです。親睦活動委員会の行事として

◆宇土 RC 会長よりご案内（岡崎浩信様）

このような機会を活用し、我がクラブについて語り合
ってはいかがでしょうか？
続いて縦書き P.13「友愛の広場」より、人吉 RC の
女性会員の記事。ドイツのロータリークラブで「日本
の女性について」のタイトルで、着物で卓話をされた
とのこと。P.15「心と体をつくる食育」は、中学教員
のロータリアンの方が、食事前後の「いただきます」
「ごちそうさま」の意味と重要性について、また、最

創立30周年記念式典のご案内がございました。

近の親の信じられない言動について問題定義されて

［日

程］2016年5月7日（土）14：00～式典

います。食事が「命」を交換する儀式であり、食育の

16：40～祝宴

大切さを訴えておられます。素晴らしい内容なので必

［場

所］ホテルニューオータニ熊本

［登録料］会員/10,000円

ずご一読ください。最後に P.20に熊本西南 RC 古閑修

ご家族/8,000円

会員の川柳が掲載されています。

※申込締切は3/25（金）です。
●社会奉仕委員会（三角雄介君）
委員会報告
●雑誌委員会（丸山浩之君）

皆さん、こんにちは。3/20（日）オハイエくまもと
「第7回とっておきの音楽祭」の出欠回答が本日まで
まずは横書き P.7「子供たち、若い人が夢を持てる

となっておりますので、ご返信がまだの方はよろしく

未来のために」より、P.8第2720地区大分キャピタル

お願いいたします。また、2/27（土）説明会の会場等

RC では、子供たちにさまざまな職業体験をしてもらい、

につきましては、ご参加いただける方へ事前にご連絡

将来の職業選択のヒントになればと、小学生の職業体

いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

験イベントを開催、会場内に18ブースを設け、40分間
仕事体験し、給料として模擬通貨をもらい、会場内の
ショップで文具などを買うことができるという仕組
みです。仕事（職業）の重要性を理解してもらえたと
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●スマイルボックス（永井富士雄君）
○岡崎浩信様

Ⅱ

本日は当クラブの 30 周年記念式典のご案内で例会に
参加させていただきました。宇土ロータリークラブ 20
名の小クラブではございますが、心を込めておもてな
しの準備をしております。皆さまのご健勝を祈念しス
マイルいたします。
○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君
坂本幸樹君・木村仁治君
宇土 RC 岡崎会長のご来訪を心より歓迎いたします。
また、本日は新入会員卓話で田代文明会員にお話いた
だきます。ためになる素晴らしい卓話を期待しており
ます。
○喜讀宣友君・永井富士雄君・藤見泰之君
本日の卓話者 田代文明会員に心から感謝しスマイル
いたします。ためになる話を期待しております。
○田川憲生君
今日は夏目漱石の記念年実行委員会が 13：10 からあ
りますので途中退席することをお詫びしスマイルい
たします。
○林田公治君
本日は仕事上の都合で途中退席いたします。お詫びの
スマイルです。
●新入会員卓話（木村仁治君）
「住宅業界ならびに建設業界のあれこれ」について
（田代文明君）
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◆2/29 第 26 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
ロータリーの用語（１０）
ロータリー家族（Ｔｈｅ

Ｆａｍｉｌｙ

ｏｆ

Ｒｏ

ｔａｒｙ）
ロータリアンの配偶者、物故会員の配偶者、ロータリ
アンの子ども、孫、その他の親戚、ロータリー平和フ
ェロー、国際親善奨学生、研究グループ交換メンバー、
ロータリー青少年交換学生、ローターアクター、イン
ターアクター、RYLA 参加者などのロータリー学友や、
インナーホイールおよびそのほかの配偶者グループ、
世界ネットワーク活動グループ。
ロータリー章典（Ｒｏｔａｒｙ

Ｃｏｄｅ

ｏｆ

Ｐ

ｏｌｉｃｉｅｓ）
RI 理事会の全般的および恒久的方針のすべてが含ま
れている文書。章典は、RI 組織規定を補足するもの。
ロータリー青少年交換（Ｒｏｔａｒｙ

Ｙｏｕｔｈ

Ｅｘｃｈａｎｇｅ）
国際理解と平和を推進するために、15～19 歳の青少年
が母国以外の国を訪問したり、そこに留学したりする
機会を提供するもので、関与している国の法令により
許され、参加クラブと地区が同意した場合は、20 歳以
上の参加者が参加することもできる。プログラムは長
期交換（学生は 1 学年度海外に留学）短期留学（学生
に数週間程度の外国訪問）の 2 種類ある。
ロータリー青少年指導者養成プログラム（Ｒｏｔａｒ
ｙ
ｄｓ

Ｙｏｕｔｈ
＝

Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ

Ａｗａｒ

ＲＹＬＡ）

スキルと人格を養いながら、奉仕、高い道徳的規準、
平和といったロータリーの価値観を学ぶ機会を提供
することを目的とする、クラブ、地区、他地区合同で
組織されるリーダーシップ養成プログラム。参加者の
年齢に制限はないが、ほとんどの行事は中高生、大学
生、若い成人を対象としている。
◆2/20 ポリオワクチン投与活動 in インド
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