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福島南 RCの皆さま、遠方よりご来訪ありがとうございました！ 

 

 

 

 

したことをご報告申し上げます。野口泰則世界社会奉

仕委員長始め、参加された会員の皆さま、大変お疲れ

さまでした。10年という長い奉仕活動は、現地の人々

にも明るい希望を与えられたのではないでしょうか。

詳しくは野口泰則委員長よりご報告がございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 また、このところ天候が大変不順です。今日は暖か

いですが、明日からはまた寒くなるようです。皆さま

体調に留意してお過ごしください。 

 

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 

６３名 ３５名 60.34％   ７７.５９％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

会長報告（渕田俊郎君） 

皆さま、こんにちは。本日は遠方、福島南 RCより

多数の方にお越しいただきました。短い時間ではご

ざいますが、例会をどうぞお楽しみください。また、

本日の卓話は熊本西 RC の麻生田栄壽様です。後ほど

よろしくお願いいたします。 

昨日2月19日快晴の下、恒例の熊本城マラソンが開

催されました。熊本地震復興イベントとしても大成

功だったのではないかと思います。出場された会員

の方、大変お疲れさまでした。 

さて、当クラブの創立50周年記念事業として始ま

りました「タイ・プロジェクト」ですが、今年度10

周年を迎え、先週2月6日～11日の日程で実施されま 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.タイ・プロジェクト報告 野口泰則君 

 

  

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

３/４  米山奨学生修了式・歓送式 

     ＠ニュースカイホテル 

３/１８ 管理運営・広報合同セミナー 

     ＠あすぱる富合 

３/２４-２５ RI 第 2720地区 地区大会 

＠ホルトホール大分 

 

第２５回例会記録（通算第 2715 回）  

平成 29（2017）年２月２０日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

高橋勇雄様・横山りつ子様（福島南 RC） 

菊地和宏様・菊地美保子様（福島南 RC） 

丹治洋子様・植木洋司様  （福島南 RC） 

植木史子様・尾形博幸様 （福島南 RC） 

尾形由美子様・吉田和義様（福島南 RC） 

一條 海様・一條栄子様 （福島南 RC） 

麻生田栄壽様（熊本西 RC） 
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定例理事会報告（渕田俊郎君） 

1.2016-17地区 RA 研修会開催について 

（ホスト：熊本南ローターアクトクラブ） 

⇒地区へ問い合わせ 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月27日（月）12：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月27日（月）18：30～ 

○水前寺公園 RC～被災地視察のため時間場所変更 

[変更前] 3月8日（水）12：30～ 

[変更後] 3月8日（水）10：00～ 

[場  所] 益城・阿蘇方面 

○水前寺公園 RC～地区大会振替のため日程場所変更 

[変更前] 3月22日（水）18：30～ 

[変更後] 3月24日（金）～25日（土） 

[場  所] 大分ホルトホール 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月29日（水）12：30～ 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.熊本南 RAC より「例会報 Vol.14、15」が届いております。 

2.地区事務所より「2017-18地区研修委員会 委員」の委

嘱状が届いております。（堀川貴史会員） 

3.2017-18（次年度）版 ロータリー手帳のご案内が届いてお

ります。購入希望の方は申込書に記入をお願いいたしま

す。（再回覧） 

4.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各

位はご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

2017-18（次年度）RI 第2720地区 委嘱状伝達式 

地区研修委員会 委員（堀川貴史君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島南 RC 挨拶（高橋勇雄様） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。本日は第2530地区 福島南 RC か

らまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。

2011年3月11日に発生しました東日本大震災からもうす

ぐ6年。ご承知のとおり福島は原発の問題もあり、政府

の除染作業も進んではおりますが、小さいお子さんがい

らっしゃるご家庭はほとんど帰られていないのが現状

です。廃炉作業は最低でも40年と言われており、原子力

災害はまだまだ続くことになります。残念ながら災害後

も自殺等、関連死が大変多くございます。当クラブでは

これまでの様々な災害教訓を生かし、速やかに支援がで

きるよう「災害支援特別基金」を新たに設けました。昨

年4月の熊本地震では益城町や阿蘇で甚大な被害が発生

し、私共も大変驚きました。取り急ぎ第2720地区のガバ

ナー事務所の方へ義援金を送金させていただきました。

午前中こちらに伺う前に、連日テレビで痛々しい姿を目

にしております熊本城へ行ってまいりました。本日は僅

かではございますが、復興の一助となるよう義援金をお

持ちしました。また、『七転八起』の縁起物として地元

で愛されています起き上がり小法師と、東日本大震災活

動記録の冊子もお渡ししたいと思います。参考にしてい

ただけますと幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

委員会報告 

●雑誌委員会（永井富士雄君） 

  

 

 

 

 

2 月は平和と紛争予防/紛争解決月間です。また、2

月 23 日はロータリー創立記念日です。（1905 年 2 月

23 日シカゴ RC が誕生、創立 112 年）今月号の表紙は

ロータリー創始者ポール・ハリス氏が 3 人の仲間と会

合を持った写真です。横書き P.27 に「ロータリーが

誕生したころ」という記事が掲載されています。次に

横書き P.7をご覧ください。特集 合併…その後では、

会員数が減って十分な活動ができなくなった時、クラ

ブはどうするのか。合併と活動状況について掲載され

ています。P.8 には、埼玉・八潮みらいロータリーク

ラブ、合併のきっかけは会員の減少でしたと紹介され

ています。P.9 東京福生ロータリークラブでは会員数

の減少が財政の圧迫につながっており、一人 10 万円

×30名＝300万円維持費確保を目標に合併を進めたと

紹介されています。P.10 熊本東ロータリークラブでは、

子クラブの菊陽ロータリークラブの会員数が減少し、

財政的・人的にもクラブ運営が困難な状況にあった。

一方、親クラブである熊本東ロータリークラブは創立

50 周年を迎えようとし、周年年度 50 人で迎えたいと

目標を立てていたが思う様に増えていなかったと言

うことで菊陽ロータリークラブから合流し、合併に至

ったと報告されています。P.11～15 には、ロータリー

財団 100周年を祝うと言うタイトルでロータリー財団

の地区補助金を活用した各地の事業紹介が報告され

ています。 

P.16～19 では、End Polio Now 10 月 24 日世界ポリ

オデーにちなんだ各地の催しが報告されています。

P.30 心は共に（熊本地震）では、野球を通じて被災地

の野球少年に野球用具を贈ろう、また、横浜旭ロータ

リークラブからは自転車 100台を友好支援の橋渡しと

して贈呈された記事が紹介されています。 

続いて縦書きに移ります。P.4～8 では、金子みすゞ

の詩より｢与えて生きる喜び｣と題し、長徳寺住職 酒

井大岳氏が善きことをなすとは、①相手に善きことを

しても、②その見返り(果報)を求めない、③そして共

に喜ぶ、④語るより歩む･言わなくても実践する、と

いう四つの与える心(奉仕の心)が大事ですと講演さ

れています。続いて P.14 友愛の広場に人吉ロータリ

ークラブ 村田優子会員のドイツからの返礼訪問の記

事が掲載されています。 

以上、ご一読ください。 

●世界社会奉仕委員会（野口泰則君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。10年前に始まった「タイ・プ

ロジェクト」ですが、今年度10回目を迎え、先週2月6

日～11日に実施いたしました。詳しくは来週卓話の時

間を頂戴し報告させていただきます。この10年間、会

員皆さまのご協力・ご支援に感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○福島南ロータリークラブ 2Ⅹ 

 熊本復興支援として2泊3日の旅行を企画しました。東

日本大震災の時は多大なるご支援をありがとうござ

いました。本日はお礼のためお邪魔しました。 

○渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君・古財良一君 

北口 誠君 

本日ご来訪の福島南ロータリークラブ11名様を心よ

り歓迎いたします。熊本復興支援ありがとうございま

す。また、本日の卓話者 熊本西ロータリークラブ 麻

生田栄壽様の卓話を楽しみにしています。昨夜は期待

で眠れませんでした。 

○漆島典和君 

 せっかく福島よりお越しいただいたにも関わらず、イ

ンフルエンザに罹り欠席いたします。今度近いうちに

メーキャップに伺います。申し訳ございません。 

○高宮 宏君 

 本日の卓話者 熊本西RCの麻生田さんには、急遽お願

いしたにも関わらず快くお引き受けいただきありが

とうございます。また、福島南RCの皆さま、ようこそ

いらっしゃいました。 

○杉光定則君 

 本日の来訪者 福島南RCの皆さまのご来訪を歓迎しま

すとともに、卓話者 熊本西RCの麻生田栄壽様に感謝

申し上げます。 

○喜讀宣友君 

 タイ・プロジェクトに参加された皆さまお疲れさまで

した。無事帰られたようでホッとしています。また、

本日ご来訪の福島南RCの皆さまを歓迎してスマイル

いたします。 

○堀川貴史君 

 タイ・プロジェクト活動、大変お疲れさまでした。あ

れから10年ですね。大きな区切りを迎えられたことに

心から感謝いたします。 
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○山内昭徳君・野口泰則君・坂本研一君 

 熊本南RC世界社会奉仕委員会「タイ・プロジェクト」

10周年達成しました。「輝く瞳に魅せられて」生活支

援から教育支援に至りました。小学校、中学校、高校、

四年制大学にまで入学・卒業も出てきました。また、

日本語教育も3年目を迎えました。長い10年間のご支

援を、歴代会長、理事、全会員の皆さまに心より感謝

申し上げます。 

○河津延雄君 

 熊本城マラソン無事終了しました。出場された皆さん

お疲れさまでした。 

○井上雄一朗君 

 2/16に行われた16人会という会合でメンバーと色々

話しているうちに、ほぼ出場しないつもりだった「熊

本城マラソン」に色々な想いを載せて出走することを

一転して決め、19日フルマラソンにチャレンジしまし

た。自分に願掛けて決めた目標も必死達成しましたが、

やはりフルマラソンに出るにはちゃんと練習や準備

をしないといけないということも身に染みてわかり

ました。過去最高に体がボロボロで今すごく痛いし、

足の裏が血豆だらけで歩行不全です。また、35km地点

でポカリを持って必ず待ってるからと、漢の約束をし

た原さんがいなかったことが非常に残念でした。 

 

●外部卓話（古財良一君） 

「熊本地震による不動産市場の動向」 

麻生田栄壽様（熊本西RC） 

  

 

 

 

 

 土地価格の算出方法 

 市場価格＝地価公示価格、都道府県地価調査価格：100 

      （毎年1月1日時点）  （毎年7月1日時点） 

 国税局相続税評価価格（路線価）：80 

（毎年1月1日時点） 

 市町村固定資産評価（納税通知書記載）：70 

（3年に1度の1月1日時点） 

 

 地震による問題点（10ヶ月経過） 

 1.公費解体後の土地活用の方法 

  3万3131棟 ⇒ 1万4549棟済（43.9％） 

 2.みなし仮設及び仮設住宅の今後の方向 

  （2年後には退去の必要性あり）  

  仮設4303戸 

  みなし1万3482戸入居申請 

提供予定1万4600戸 

3.賃貸住宅の増加 ⇒ 10年度供給過剰の問題 

4.グループ補助金の活用で復活できるか  

1200億予算 ⇒ 1/31 1277事業者 320億交付決定 

5.再開発は熊本の活力となる！ 

 MICE、熊本駅 

6.熊本城、インバウンドの問題 

   休廃業、解散 ⇒ 389件（2000年以降最多） 

 

【例会予定】 

3/6 調整中 

3/13 調整中 

3/20 祝日のため休会 

3/27 調整中 

 

【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：3月2日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：役員改選（クラブ奉仕） 

 

日時：3月16日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：未定（国際奉仕） 

 

○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：3月1日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：3月15日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

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。 

 

◆2月15日（水）、昨年11月に開催されました「水球大

会」会場提供のお礼として、メディシンボール3個（3

万円相当）を済々黌高校へ寄贈いたしました。 

（青少年奉仕委員会） 

  

 

 

 

 

 


