第１１回例会記録（通算第 2701 回）
平成 28（2016）年１０月１７日
10/17（月）観月会例会＆新入会員歓迎会＠ホテル日航熊本 「ガーデンバンケット」

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

来訪者紹介

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告

１０/２４ 熊本市域 RC 第 2 回会長・幹事
会＠ホテルキャッスル
１１/２３ 熊本りんどう RC 創立 10 周年記

4.米山奨学生卓話 張 翰博君

念式典＠ホテルキャッスル
１１/２５ 米山奨学会 カウンセラー報告
会・意見交換会及び懇親会
＠メルパルク熊本

猪本順子様（有限会社猪本酒店）
張 翰博君（米山奨学生）
魏 郁珊君・謝
李 強君・馬
黄 讌涵君・盧

琦晟君（寿崎奨学生）
少杰君

（寿崎奨学生）

一卉君（寿崎奨学生）

ビ 明玉君（寿崎奨学生）

例会変更のお知らせ

末永淳吾君・松尾聡大君（熊本南 RAC）

○城東 RC～親睦会のため日程場所変更

前 好海君・中川友美君（熊本南 RAC）

[変更前] 10月24日（月）１2：30～

大河正和君・村上慶輔君（熊本南 RAC）

[変更後] 10月24日（月）18：20～

松本千秋君（熊本南 RAC）

[場

所] Boo

○05福祉 RC～職場訪問のため日程場所変更
[変更前] 10月25日（火）１2：30～
[変更後] 10月29日（土）9：20～
会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日の例会は観月会例会に変更

[場

所] 熊本かがやきの森支援学校

○水前寺公園 RC～熊本第3グループ IM のため日程変更

し、例会終了後「観月会＆新入会員歓迎会」を開催いた

[変更前] 10月26日（水）１2：30～

します。猪本酒店の猪本順子様に今注目されている日

[変更後] 10月28日（金）１5：30～

本酒をご用意いただき、利き酒会を行っていただきま

○りんどう RC～昼例会に時間変更

す。後ほどよろしくお願いいたします。

[変更前] 10月27日（木）１9：00～

尚、本日は新入会員歓迎会も兼ねております。残念

[変更後] 10月27日（木）１3：00～

ながら河津延雄会員が欠席ですが、吉村郁也会員には

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更

後ほどご挨拶をお願いいたします。また、米山奨学生、

[変更前] 11月2日（水）１2：30～

寿崎奨学生、熊本南ローターアクト会員の皆さんにも参

[変更後] 11月5日（土）１6：30～

加いただきました。よい交流の場になればと思います。

[場

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] ホテル日航姫路

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

○西 RC～親睦会のため日程場所変更

●スマイルボックス（西川尚希君）

[変更前] 11月8日（火）１2：30～
[変更後] 11月6日（日）8：00～
[場

所] 熊本県民総合運動公園

○水前寺公園 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 11月9日（水）１2：30～
[変更後] 11月13日（日）7：30～
[場

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・古財良一君

所] 水前寺江津湖公園

北口 誠君・吉村郁也君

○北 RC～合同例会のため日程場所変更

当クラブへの来訪者、猪本順子様を歓迎します。本日の

[変更前] 11月10日（木）１2：30～

利き酒、楽しみにしています。お酒が利きすぎて味が分か

[変更後] 11月7日（月）１8：30～

らなくならないよう、上品に呑みます。
○玉田光識君・坂本幸樹君・西川尚希君・告坂和紀君

幹事報告（坂本研一君）

本日は猪本社長に美味しい日本酒の飲み方を教えて
いただきます。とても楽しみにしております。お忙し
い中、観月会に来ていただき、ありがとうございます。
また、寿崎奨学生・米山奨学生・熊本南RACの皆さま
も一緒に今日の観月会を楽しみましょう。
○井上雅文君

1.10/20（木）RI 第2720地区 熊本第4グループ IM の追加参

私事ですが、先週末、熊本県下の関関同立大学校友会

加を受け付けいたします。3年未満会員は出来るだけご参

の第10回目の対抗ゴルフコンペが開催され、私のスコ

加ください。

アはボロボロでしたが、我が母校の関西大学校友会が
団体戦で見事優勝いたしました。大変うれしい出来事
でしたのでスマイルさせていただきます。

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

３９名

69.64％

７７.５９％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

19：00～観月会＆新入会員歓迎会
（進行 山下洋一郎君）

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

委員会報告
●世界社会奉仕委員会（野口泰則君）

皆さま、こんにちは。世界社会奉仕委員会では来年
2月に「タイ・プロジェクト」を開催予定です。今回
は当初予定10年計画の10回目となり、一区切りの年で
す。本日資料を配布させていただきましたが、できる
だけ多くの方にこのプロジェクトにご参加いただけ
ればと思っております。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
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◆10/15 ヒロ・デザイン専門学校「第13回 田山淳朗賞

日時：11月16日（水）16：00～

高校生ファッション画コンテスト in 九州・沖縄」

場所：国府高校「大会議室」

熊本南ロータリークラブ賞

内容：未定

熊本県立岱志高等学校 2 年

本田

美波さん

おめでとうございます！

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒
の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。
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。

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より）

今年で 4 回目となるロータリー主催の「世界ポリオデ
ー」イベントは、10 月 24 日に米国疾病対策センター
（CDC）本部（米国ジョージア州アトランタ）で行わ
◆10/20 RI 第 2720 地区 熊本第 4 グループ IM

れます。CDC での開催は今回が初めてで、世界ポリオ

＠メルパルク熊本

撲滅活動の最前線に立つ人たちによる講演が行われ
ます。CDC ディレクターのトーマス・フリーデン氏、
「Time」誌シニア編集者のジェフリー・クルーガー氏、
ナショナルジオグラフィック誌ライターのマリン・マ
ッケナ氏、ジョン・ジャーム RI 会長、ジェニファー・
ジョーンズ RI 副会長のほか、サプライズのゲストも
予定されています。フリーデン氏は「The Rotarian」
誌のインタビューで、米国の公共保健システムのリー
ダーとして 2009 年以来学んだことについて触れまし
た。「世界ポリオ撲滅活動においてロータリアンの継
続したいサポートは不可欠です」とフリーデン氏。
「ポ
リオが撲滅された暁には、ポリオ撲滅活動から学んだ
ことを次の公共保健の課題へと生かしていかなけれ

【例会予定】

ばなりません」クルーガー氏は、1996 年から「Time」

10/31 外部卓話 土山元治様（株式会社大林組）

誌で保健と科学分野を担当しています。また、宇宙探
索や兄弟間の関係といった分野の著者であるほか、

【RAC・IAC の例会日程について】

2006 年にはジョナス・ソーク博士のポリオワクチンに

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

ついても執筆しています。今年の世界ポリオデーイベ

日時：11月10日（木）20：00～

ントでは、インドとケニアの町並みを体験できるバー

場所：西部ガス

チャルリアリティのプレゼンテーションが初めて導

内容：スポーツの秋例会（社会奉仕）

入されます。その中で、ポリオサバイバーから貴重な
ストーリーを聞くことができます。最新のコンピュー

日時：11月17日（木）20：00～

ター技術とユニセフとの協力で実現するこのプレゼ

場所：西部ガス

ンテーションは、イベント後にオンラインでも閲覧可

内容：未定

能です。また、カナダのテレビ番組司会者であるシ
ラ・ラザー氏（YouTube の「What's Trending」ホスト）

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

がソーシャルメディアに関するプレゼンテーション

日時：11月2日（水）16：00～

を行うほか、世界中から発信されている「世界ポリオ

場所：国府高校「大会議室」

デー」の投稿を紹介します。

内容：未定
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