第３２回例会記録（通算第 2722 回）
平成 29（2017）年４月１７日
本日の卓話 西原明優様の「これからの地域コミュニティについて」よ り

斉唱 国家 君が代

４/２５ 市域 RC 会長・幹事会
＠ホテルキャッスル
５/７ 地区ローターアクト「家族清掃活

1.今日の歌

ロータリーソング 「われらの生業」

2.来訪者紹介
3.会長･幹事報告
4.新入会員卓話 山口 競君

来訪者紹介
西原明優様（逢桜の里）
柿木恵美様（逢桜の里）
清水谷勇哲様（逢桜の里）

動及びポリオプラス募金活動」
５/２０ 人吉 RC 創立 60 周年記念式典
＠人吉カルチャーパレス
あゆの里
５/２１ 漆島会長年度ゴルフコンペ
＠球磨カントリークラブ

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は逢桜の里 広報
の西原明優様です。どうぞよろしくお願いいたしま

また、例会出席率向上のための取り組みとしまして、
5月22日に「例会出席率100％運動」を実施いたします。

す。
早いもので熊本地震発生から1年が経ちました。本
日ご来訪のカトレア保育園さんもやっと復旧が終わ
ったとのことで、やはりどちらも時間がかかってい
るなと実感いたしました。

趣旨ご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し
上げます。
尚、やむを得ず欠席をされる方はメーキャップもし
くはサインメーキャップをお願いいたします。

さて、国際ロータリーよりメーキャップに関する
変更のお知らせがございます。これまでは「点鐘」

例会変更のお知らせ

のある会合やイベントのみがメーキャップ対象とな

○東 RC～親睦会のため時間場所変更

っておりましたが、親睦活動委員会や奉仕委員会の

[変更前] 4月25日（火）12：30～

開催イベント参加も対象となります。当クラブです

[変更後] 4月25日（火）19：00～

と懇親会や水球大会、オハイエくまもと等が該当す

[場

ると思いますが、具体的にどの会合もしくはイベン

○水前寺公園 RC～親睦会のため場所変更

トを対象とするかの詳細につきましては、今後理事

[日

程] 4月26日（水）18：30～

会にて決定し皆さまにお知らせいたします。

[場

所] 未定

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] 松屋本館

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

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

委員会報告

[変更前] 4月26日（水）18：30～

●出席委員会（木村仁治君）

[変更後] 4月26日（水）19：00～
[場

所] 未定

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 4月27日（木）19：00～
[変更後] 4月23日（日）未定
[場

所] 合同復興イベント

皆さま、こんにちは。漆島会長より報告がございま

○城東 RC～定款に基づき休会

したが、出席委員会ではロータリー活動の基本となる

[日

程] 5月1日（月）12：30～

例会出席率向上の取り組みとしまして、下記日程で

○グリーン RC～定款に基づき休会

『例会出席率100％運動』を実施いたします。ご多忙

[日

中とは存じますが、ご協力のほどよろしくお願い申し

程] 5月1日（月）18：30～

○西 RC～定款に基づき休会

上げます。尚、やむを得ず欠席をされる場合は、メー

[日

キャップもしくはサインメーキャップをお願いいた

程] 5月2日（火）12：30～

○東 RC～定款に基づき休会

します。

[日

【実施日】2017年5月22日（月）12：30～

程] 5月2日（火）12：30～

○水前寺公園 RC～合同例会のため場所変更
[日

程] 5月17日（水）12：30～

[場

所] 宝塚ホテル

●雑誌委員会（永井富士雄君）

○水前寺公園 RC～昼例会へ時間変更
[変更前] 5月24日（水）18：30～
[変更後] 5月24日（水）12：30～
○水前寺公園 RC～夜例会へ時間変更
[変更前] 5月31日（水）12：30～

4 月は母子の健康月間です。横書き P.3 をご覧くだ

[変更後] 5月31日（水）18：30～

さい。RI 会長メッセージとして、ワクチンの素晴らし
い効果が掲載されています。4 月 24 日～30 日にロー

幹事報告（北口 誠君）

タリーは世界予防接種週間の実施に参加し、人々の意
識を高める活動を行います。P.7 の過去から今、そし
て未来へでは、インターアクターの取り組みを時代ご
とに写真で紹介してあります。1963 年宮城県 仙台育
英学園で結成以来 54 年を迎えています。昔と今を比
べると時代の移り変わりを見ることができます。P.9

1.京都伏見 RC 杭迫柏樹様（1/30ご来訪）より、書道展のご

の 2 段目に熊本地震復興支援のための募金活動（福島

案内が届いております。

仁愛高校）が紹介されています。P.14～18 では、女性

2.本日18：30～パレアにて「2017-18（次年度）クラブ協議会」

会員で広がる多様性の記事が掲載されています。内容

を開催いたします。各委員長予定者及び関係各位はご参

は女性会員を入れたことによりクラブが和み、新たな

加をお願いいたします。

人脈から会員増強に繋がった、女性目線での企画・演
出力で卓話のバリエーションが広がった、出席率が高
まり活動が新陳代謝された、など各クラブの評価が掲

出席報告（木村仁治君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

３３名

57.89％

７７.９７％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

載されています。特に P.18 クラブを救った女性ロー
タリアンを一読ください。我がクラブでも 60 周年を
契機として検討をしてみてはいかがでしょうか。P.19
～25 では、ロータリー財団 100 周年を祝う事業として

欠席記録免除者 2名

各地の開催イベントの内容が掲載されています。P.34
では、
「職業奉仕、職業サーヴィスを考える」、P.36 で

０名（会員数には含まれません）

は「ロータリーと歌」が掲載されています。ロータリ
アンとしては知っておくべく内容でありますので必
読をお願いします。P.39 の新コーナーのお知らせ、で

2

は新年度から 3 つのコーナーがスタートします。投稿
を募集してありますのでふるってご参加ください。
続いて縦書きに移ります。P.4～8 では、母子の健康
月間に合わせ母子の健康についての講演内容が記載
されています。P.9～12 のクラブを訪ねてでは、東日
本大震災から 6 年、復興に尽力したパワフルな人たち
ということで、岩手県 大船渡 RC の紹介があります。
最後に P.28 の中程にはタイ・チェンライ アカ族を支
援している、いわき平中央 RC の投稿が掲載されてい
ます。
以上、ご一読ください。
●スマイルボックス（西川尚希君）

○漆島典和君・渕田俊郎君・今村浩昭君・古財良一君
北口 誠君
本日のご来訪者 柿木様、清水谷様を歓迎します。ま
た、本日の卓話者 西原様の卓話を楽しみにしていま
す。
○倉崎保広君
逢桜の里の皆さま、本日は卓話にお越しいただきあり
がとうございます。代表の柿木さんは私の小中学校の
同級生で、今で言うアイドル的存在でした。もちろん
私も追いかけていましたが全く相手にされなかった
です。今日は逢桜の里の活動をロータリークラブの皆
さまに少しでも理解していただき、色々な形でご支援
いただけたらと思います。よろしくお願いします。
○西川尚希君
本日は久しぶりのホームクラブ例会出席です。出張が
重なったのと、原因不明の頭痛が続き休ませていただ
きました。その間、告坂会員には代理のスマイル報告
をしていただき、感謝のスマイルです。
○原 裕一君
本日は所用のため途中退席いたします。お詫びのスマ
イルです。
●外部卓話（古財良一君）
「これからの地域コミュニティについて」西原明優様
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【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：5月11日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：未定（専門知識）
日時：5月25日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：未定（社会奉仕）
○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：5月10日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
日時：5月24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。

◆RIニュース（国際ロータリーHPより）
ロータリーとシェルターボックスがペルーの洪水被
害者を支援
ロータリーは、ペルーで 2 月に発生した洪水の被害者
を支援するため、パートナー団体である ShelterBox
と活動してきました。この洪水と土砂崩れによって、
南アメリカ西部の数カ国における家屋や学校、教会な
ど、多くの建物が破壊されました。ペルーのロータリ
ークラブやローターアクトクラブも、洪水の被害が拡
大していることを報告。シェルターボックスは現地の
ロータリークラブや自治体と協力し、北東部における
被害状況の把握と被害者への支援方法を模索してい
ます。今回の洪水で、すでに 100 人以上が死亡してい
✩皆さまのサポートをお待ちしております。

ます。ロサンゼルス・タイムズ紙は、70 万人が家を失

どうぞよろしくお願い申し上げます。

ったと報道しています。また、今週は大雨となる予報
も出ています。シェルターボックス関係者は、洪水が
収まっても大量の泥が残され、これがさまざまな健康

【例会予定】
5/1

定款に基づき休会

5/8

調整中

被害（目、肌、呼吸器への悪影響）につながると話し
ています。

5/15 調整中
5/22 調整中
5/29 調整中
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