第２９回例会記録（通算第 2719 回）
平成 29（2017）年３月２７日
3/24-25 RI 第 2720 地 区 2016-2017 地 区 大 会 in ホ ル ト ホ ー ル 大 分 よ り

斉唱 国家 君が代

４/３ 花見の会＠魚嘉別荘
４/５-７ 台北大同扶輪社訪問及び親睦
ゴルフコンペ

1.今日の歌

ロータリーソング 「手に手つないで」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.外部卓話 樅木英介様
（㈱天芯農場）

来訪者紹介
吉田しのぶ様（ルンズ・ファームホールディングス㈱）

４/９

2017-18 地区研修・協議会
＠熊本学園大学
４/１６ 地区職業奉仕研修セミナー
＠くまもと県民交流会館パレア
４/２５ 市域 RC 会長・幹事会
＠ホテルキャッスル

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。先週3月24日（金）～25日（土）
に RI 第2720地区 地区大会が大分にて開催されまし

すらなく、単なる先入観だ。不可能とは、誰かに決め

た。参加された方々、大変お疲れさまでした。

つけられることではない。不可能とは通過点だ。不可

皆さまはロータリークラブのゾーン構成をご存知

能とは可能性だ。不可能なんてありえない。

でしょうか？日本の場合4つのゾーンに別れていま
す。その下に地区、それから分区（グループ）⇒各

例会変更のお知らせ

クラブとなっています。

○グリーン RC～親睦会のため場所変更

さて、先日モハメド・アリのプロファイル番組
を観ました。ご存知の方も多いと思いますが、元
ボクシング世界ヘビー級チャンピオンでベトナム戦

[日

程] 4月3日（月）18：30～

[場

所] 日本料理 おく村

争では兵役を拒否、その後パーキンソン病を患い長

[変更前] 4月4日（火）12：30～

い闘病生活の後、昨年6月に74歳で亡くなりました。

[変更後] 4月4日（火）19：00～

彼は名言を多く残していますが、本日は一つご紹介

[場

したいと思います。

○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更

○東 RC～親睦会のため時間場所変更

所] ダイニングカフェ彩

不可能とは、自らの力で世界を切り開くことを放

[変更前] 4月4日（火）12：30～

棄した、臆病者の言葉だ。不可能とは、現状に甘ん

[変更後] 4月2日（日）12：00～

じるための言い訳にすぎない。不可能とは、事実で

[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] 寺田邸

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

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

2017-18（次年度）幹事報告（玉田光識君）

[変更前] 4月5日（水）12：30～
[変更後] 4月5日（水）18：30～
[場

所] 城見櫓

○水前寺公園 RC～合同例会のため時間場所変更
[変更前] 4月5日（水）12：30～
[変更後] 4月5日（水）18：30～
[場

皆さま、こんにちは。次年度第1回目のクラブ協議会

所] 横浜北 RC 例会場

を開催いたします。各委員長予定者の皆さまにはご参加

○西 RC～合同例会のため日程場所変更

をよろしくお願い申し上げます。
（詳細は下記のとおり）

[変更前] 4月11日（火）12：30～

【日

時】2017年4月17日（月）18：30～

[変更後] 4月14日（金）18：30～

【場

所】くまもと県民交流館パレア 9F 「会議室2」

[場

【議

題】2017-18（次年度）活動計画について

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 4月12日（水）12：30～

委員会報告

[変更後] 4月14日（金）18：30～

●親睦活動委員会（坂本幸樹君）

[場

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更
[変更前] 4月12日（水）12：30～
[変更後] 4月16日（日）7：00～
[場

所] 江津湖

○西南 RC～合同例会のため時間場所変更

皆さま、こんにちは。前回ご案内しました、花見の

[変更前] 4月13日（木）12：30～

会開催につきまして、本日が締切となっております。

[変更後] 4月14日（金）18：30～

まだ返事をされていない方はよろしくお願いいたし

[場

ます。（詳細は下記のとおり）

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○西稜 RC～清掃活動のため日程場所変更

【日

時】2017年4月3日（月）18：30～

[変更前] 4月17日（月）18：30～

【場

所】魚嘉別荘

[変更後] 4月16日（日）未定

【会

費】10,000円（後日請求）

[場

所] 西稜の森
●社会奉仕委員会（古財良一君）

幹事報告（坂本研一君）
1.地区ローターアクトより「ロータリー家族清掃活動及びポリ
オプラス募金活動開催のご案内」が届いております。
（後ほど事務局より改めてご案内）
2.熊本南 RAC より「例会報 Vol.17」が届いております。
3.6/24地区 RA 研修会は、3/13定例理事会において「全員

皆さま、こんにちは。熊本・大分地震支援プロジェ

登録」とすることが承認されました。よろしくお願い

クトであります、御船町での出前コンサートと第8回

いたします。

オハイエくまもと とっておきの音楽祭が皆さまのご

4.オハイエくまもと代表 入部祥子様より、熊本・大分

協力により無事終了いたしましたのでご報告申し上

地震支援プロジェクト「御船町出前コンサート」、
「と

げます。また「くまもとで愛ましょう 予定～くまも

っておきの音楽祭」支援のお礼が届いております。

とに帰ったら」という DVD を作成しましたので是非お
持ち帰りください。ありがとうございました。

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

６３名

３９名

67.24％

７７.４４％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）
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●スマイルボックス（告坂和紀君）
○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

誠君

本日の卓話者 吉田しのぶ様を歓迎いたします。卓話
が楽しみで昨日は夜も眠れませんでした。
○久峨章義君・杉光定則君
本日の卓話者 吉田しのぶ様のお話を楽しみにしてお
ります。久住高原でのブランコを始めとした希望の光
を期待しております。
○寿崎 肇君
3月24日～25日のRI第2720地区 地区大会に出席しま
した。表彰された各項目は熊本南RCにとっても100％
できることだと思いました。来年は熊本で開催されま
す。熊本南RCはすごいと言われる大会に1年間頑張っ
ていただきたいと思います。
●会員卓話（古財良一君）
「希望の光に向かって」
～久住高原に夢を耕し続けゆく農場が出来た～
吉田しのぶ様
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【RAC・IAC の例会日程について】

◆3/24-25 RI第2720地区 地区大会in大分

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：4月第1週（日時未定）
場所：江津湖清掃
内容：社会奉仕
日時：4月20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：4月5日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定

◆RIニュース（国際ロータリーHPより）
2014年8月、世界最大の淡水湖の岸に沿って住む市民

日時：4月19日（水）16：00～

約 50万人が、56時間にわたって有毒アオコが原因で

場所：国府高校「大会議室」

水道水を飲むことができなくなりました。この有毒ア

内容：未定

オコは世界中で発生しています。すべてのアオコが危
険なわけではありません。緑藻類（写真）は、エリー

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

湖の水中食物連鎖の基礎となっています。しかし、ロ

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

ータリアンが闘っている藍藻は、高い有害物質を排出
します。アオコ（シアノバクテリア[藍色細菌または
藍藻]が増殖し水面に集積した状態のこと）は、オハ

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。

イオ州トレド市の水源であるエリー湖の西岸を汚染
しています。大雨が降ると、五大湖で最大の流域であ
◆3/19 第8回オハイエくまもと とっておきの音楽祭

るマウミー川からエリー湖に窒素とリンが流出し、藻
が発生します。エリー湖は五大湖の中で一番浅く、そ
のため一番暖かい湖で、有毒藻類（アオコ）の成長に
は理想的な条件です。風と波により、市の飲料水供給
のための吸引パイプへ有害藻類（アオコ）が流れ込み
ます。汚染された水道水を飲むと、発熱、嘔吐、頭痛、
肝臓障害の症状が出るほか、最悪では死亡するケース
もあります。過去5年間、夏に有害藻類（アオコ）が
しばしば発生し、トレド市水道管理局や地域の住民は、
水道水の汚染を危惧していました。どうしてここまで
になったのか、責任は誰・何にあるのか。この地に移
住した開拓者か、舗装された都市か、郊外の古い浄化
槽からの流出か、芝生の除草剤か、それとも農業方法
の変化か。答えはすべてであり、私たち全員が原因な
のです。つまり、この問題を解決するには、私たち全
員が一丸となって取り組む必要があるのです。複雑な
問題が絡まりあっていますが、ロータリーなら独自の
やり方で解いていけるかもしれません。
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