第４回例会記録（通算第 2694 回）
平成 28（2016）年８月１日
8/1 暑気払い会＠青柳。 台北大同扶輪社 黄國慶様もご参加いただきました！

斉唱 国家 君が代

1.今日の歌

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.外部卓話 木之内 均様
（東海大学経済学部 特認教授）

来訪者紹介
真嶋 浩様（くまもと被害者支援センター）
倉沢修市様（竜ヶ崎 RC）

８/４-９ 短期青少年交換留学事業
in 台北
８/２９ ガバナー公式訪問合同例会
＠ホテル日航熊本「天草」
９/３-４ RYLA セミナー＠陣屋の村
９/１７ R 財団・米山記念奨学部門合同セ
ミナー＠ホルトホール大分

糸賀祥治様（竜ヶ崎 RC）
荒井 宏様（竜ヶ崎 RC）
黄國慶（KC）様（台北大同扶輪社）

例会変更のお知らせ
○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更
会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。まず、本日より吉村郁也様が入会
されました。後ほどご挨拶をお願いいたします。
さて、本日 13：00 より故 野田三郎パストガバナーのお

[変更前] 8月9日（火）１2：30～
[変更後] 8月6日（土）未定
[場

所] 清和村キャンプ

○東南 RC～親睦会のため場所変更

別れの会が、ここホテル日航熊本「天草」にて行われま

[日

程] 8月10日（水）１2：30～

す。竜ヶ崎 RC より倉沢様、糸賀様、荒井様、姉妹クラブ

[場

所] フードパル熊本

の台北大同扶輪社より黄國慶様がご出席のためお見え

○菊南 RC～合同例会のため日程変更

になりました。両クラブからは熊本地震に際し、多大なる

[変更前] 8月10日（水）１2：30～

寄付を頂戴しております。改めて御礼申し上げます。お

[変更後] 8月12日（金）１2：30～

別れの会へは例会終了後、皆さま一緒に参加したいと

○江南 RC～定款に基づき休会

思いますので、ご移動をよろしくお願いします。

[日

また、熊本地震の影響で開催が危ぶまれました「第 32

程] 8月10日（水）１2：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

回 IAC 年次大会」が、昨日 7 月 31 日（日）無事開催さ

[日

れましたのでご報告申し上げます。今大会は当クラブが

○中央 RC～定款に基づき休会

提唱する熊本国府高校がホストとなり行われました。後

[日

ほど実行委員長をされた藤見 IAC 委員長よりご報告がご

○城東 RC～定款に基づき休会

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

[日

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

程] 8月11日（木）１3：00～
程] 8月12日（金）１8：30～
程] 8月15日（月）１2：30～

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

○西稜 RC～定款に基づき休会

幹事報告（坂本研一君）

[日

1.野田三郎パストガバナーの「お別れの会」は、本日13：00よ

程] 8月15日（月）１8：30～

○グリーン RC～定款に基づき休会
[日

りホテル日航熊本「天草」で行われます。

程] 8月15日（月）１8：30～

2.本日18：30より青柳にて「暑気払い会」を開催いたします。

○西 RC～定款に基づき休会
[日

ご参加の方はよろしくお願いいたします。

程] 8月16日（火）１2：30～

3.熊本南 RAC より「例会報 Vol.2」が届いております。

○東 RC～定款に基づき休会
[日

4.熊本東南 RC より復興支援プロジェクトドキュメンタリー映画

程] 8月16日（火）１8：30～

上映（無料）のご案内が届いております。

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 8月16日（火）１2：30～

◆竜ヶ崎ロータリークラブ挨拶

[変更後] 8月12日（金）１2：30～
[場

（倉沢修市様・糸賀祥治様・荒井

所] ユウベルホテル

宏様）

皆さま、こんにちは。茨城県 県南にございます、

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更

竜ヶ崎 RC より参りました。去年の 9 月 28 日、ガバナ

[変更前] 8月18日（木）１3：00～

ー公式訪問の合間に熊本城の見学に行き、その際に野

[変更後] 8月12日（金）１2：30～

田三郎パストガバナーには色々ご案内していただき

[場

ました。本日は「お別れの会」にも参加させていただ

所] ユウベルホテル

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

きます。次回熊本を訪問する時は、是非楽しい観光で

[変更前] 8月23日（火）１2：30～

来たいなと思っております。どうぞよろしくお願い申

[変更後] 8月23日（火）１8：30～

し上げます。

[場

所] オーデン

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

◆新入会員自己紹介 1回目（吉村郁也君）

[変更前] 8月24日（水）１2：30～
[変更後] 8月23日（火）１7：00～
[場

所] 熊本天使園

○りんどう RC～夜例会のため場所変更
[日

程] 8月25日（木）１9：00～

[場

所] 未定

氏名：吉村

郁也（よしむら

いくや）君

○西 RC～G 公式訪問合同例会のため日程場所変更

生年月日：昭和26年11月23日

[変更前] 8月30日（火）１2：30～

勤務先：株式会社グローカル・ビジョン

[変更後] 8月29日（月）１2：30～

推薦者：久峨章義君・後藤

[場

博君

所] ホテル日航熊本 5F 「天草」

○05福祉 RC～定款に基づき休会

委員会報告

[日

●姉妹クラブ委員会（井上雄一朗君）

程] 8月30日（火）１2：30～

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。2年前に長男が短期青少年交換

程] 8月31日（水）１2：30～

留学生として参加させていただきました。今年度短期

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

青少年交換留学事業のご連絡です。8/4（木）ここ、

[日

ホテル日航熊本 1F ロビーに6：00集合、6：30出発い

程] 8月31日（水）１2：30～

たします。留学生及び引率者の方は、パスポートや航
空券等お忘れのないよう、よろしくお願いいたします。
出席報告（園田修司君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

４５名

78.95％

８０.３６％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

●IAC 委員会（藤見泰之君）
皆さま、こんにちは。熊本地震の影響で開催が危ぶ
まれました「第32回 IAC 年次大会」が昨日（7/31）参
加者総勢215名で無事開催されましたことをご報告い

欠席記録免除者 2名

たします。皆さま方には多大なるご協力をいただき心

０名（会員数には含まれません）

より感謝申し上げます。私自身も大変貴重な経験とな
りました。今後の活動に活かしていきたいと思います。
ありがとうございました。
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●親睦活動委員会（森本康文君）

○野口泰則君

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会よりお知らせ

台北大同扶輪社 元会長 KC 様のご来訪を心より歓迎

です。本日（8/1）18：30より青柳にて暑気払い会を

申し上げます。台北も暑いでしょうが熊本もかなり暑

開催いたします。服装は軽装で結構です。ご参加の方

いです。8月4日から我々も台北に参ります。よろしく

はよろしくお願いいたします。

お願いいたします。
○杉光定則君

［誕生祝］
馬場大介君

8.1

坂本研一君

8.21

西川尚希君

8.27

鬼塚貴志君

8.28

［結婚祝］

本日の卓話者、くまもと被害者支援センターの真嶋

杉田辰彦君 8.28

浩センター長のご来訪並びに、新入会員 吉村郁也さ
んを心より歓迎申し上げます。これからもよろしくお
願い申し上げます。
○馬場大介君
台北大同扶輪社 KC 様のご来訪を歓迎してスマイルい
たします。今週から始まる貴クラブとの短期青少年交
換留学では準備にかなりご迷惑をお掛けしました。よ
ろしくお願いいたします。
○永井富士雄君
真嶋

浩様のご来訪、また卓話いただきますことを感

謝申し上げます。昨日開催されました IAC 年次大会で
は藤見 IAC 委員長他関係者の皆さん、大変お疲れさま

●スマイルボックス（西川尚希君）
○倉沢修市様・糸賀祥治様・荒井

でした。

宏様

（竜ヶ崎 RC）

○高宮

Ⅹ

吉村郁也さんの入会を心より歓迎いたします。

RI 第2820地区 2015-16年度 ガバナー 倉沢修市、地区
幹事 荒井

○寿崎

宏、竜ヶ崎 RC 会長 糸賀祥治の3名で参加

に終わりました。漆島会長、藤見IAC委員長ご苦労さ

念いたします。

までした。KC様、故 野田三郎直前ガバナーのために

Ⅹ

台北よりわざわざご来日いただき、誠にありがとうご

こんにちは。皆さまお元気ですか？地震の復興は素晴

ざいます。4日から台北にお伺いさせていただきます。

らしいです。私は台北大同扶輪社の KC です。今日は

○藤見泰之君・原 裕一君

野田三郎パストガバナーのお別れの会に参加するた

Ⅳ

お陰さまをもちまして、昨日第32回 IAC 年次大会無事

め日本に来ました。今週、短期青少年交換留学事業で

終えることができました。皆さまのご協力と友情に大

皆さまが台北に来られることをとても嬉しくお待ち

感謝のスマイルをいたします。ありがとうございまし

しています。

た。

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君
古財良一君・北口

肇君

RI第2720地区 IAC年次大会が7/31盛大に、好評のうち

させていただきました。貴クラブの益々のご発展を祈
○黄國慶様（台北大同扶輪社）

宏君

○吉村郁也君

誠君・丸山浩之君・園田修司君

本日から入会させていただきました。よろしくお願い

坂本幸樹君・西川尚希君

します。

RI 第2820地区 前ガバナー 倉沢様、前地区幹事 荒井

○東矢憲一郎君

様、直前会長 糸賀様、台北大同扶輪社 KC 様、卓話者

Ⅹ

三男坊が昨日のインターハイ 自転車競技で全国優勝

真嶋様、そして新入会員 吉村様を心より歓迎申し上

いたしました。

げます。熊本南ロータリークラブへようこそ。

○田代文明君

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・齊藤直信君

震災の後、復興に邁進しているため例会への出席があ

RI 第2820地区 竜ヶ崎 RC の糸賀様、倉沢様、荒井様、

まりできておりません。お詫びのスマイルです。また、

台北大同扶輪社 KC 様のご来訪を心より歓迎しスマイ
ルいたします。遠いところからありがとうございます。
また、本日の卓話者 真嶋様に心から感謝いたします。

本日は旅行券・海外旅行等が当たる抽選ナンバー付き
うちわをプレゼントさせていただきました。毎月の当
選ナンバー発表を楽しみにされていてください。

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・齊藤直信君
私どもが日頃よりお世話になっております、吉村郁也
さんのご入会を心より歓迎申し上げます。
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●外部卓話（古財良一君）

◆7/31（日）第32回 IAC 年次大会＠ホテル日航熊本

「サポートセンター『ゆあさいどくまもと』の歩みに
ついて」真嶋

浩様（くまもと被害者支援センター長）

1.「ゆあさいどくまもと」とは
性暴力被害者のためのワンストップサポートセンタ
ーとして、県から委託を受け被害者支援センターが運
営を行っている事業。県、警察、産婦人科病院、弁護
士等の連携により昨年 6 月に開設し、研修を受けた支
援員が 24 時間体制の電話相談、面接相談、各種付添
い支援等を行っている。

◆8/1（月）暑気払い会＠青柳

2.性暴力とは
本人が望まない性的な有形力の行使はすべて性暴力
であり、性犯罪よりも広い概念である。それらの被害
者及び家族に対してサポートを行っている。
3.性被害の特徴と誤解・偏見
捜査機関への届け出率が低く、再被害の可能性が高い。
また、心身にダメージを受けているが、未届であれば
公的な支援が受けにくい。
・若い女性にだけレイプ被害は起きる？
・被害者の服装や行動が被害をもたらす？
・抵抗しなかったのは「合意があった」ということだ？
・日本で被害に遭うことはまれなことだ？
・加害者は見知らぬ人が多い？
4.1 年間の活動状況
・相談件数は 795 件（新規 142 件）で平成 26 年度の相
談件数の 5.3 倍に急増した。
・面接相談は 59 件（37 人）で、警察への届出ありは 19
人、届出なしは 18 人であった。
・急性期（被害後 72 時間以内）の相談は 6 件で、緊急
避妊、証拠保全等を行った。
5.震災後の活動
・施設の損壊、活動時における相談員の負傷等、被災に
よる 24 時間相談体制の中断。
・避難所におけるポスター貼付等による注意喚起の活動
と、それに伴う認知度の高まり。
6.協力のお願い
イメージソングと動画による広報媒体を制作、大型ビ
ジョン、インターネットによる広報活動を展開中。
会員の広がりに繋がる周知について協力をお願いし
たい。
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