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5/7（日） R 家族清掃活動及びポリオ募金活動より。お疲れさまでした！ 

 

を東京へ輸送するなど、大活躍しました。大変誠実な

人として知られ、座右の銘は「利他即自利」。現在、福

島喜三次氏の読み方には二説あります。「きそじ」と「き

さじ」です。所属の東京 RC 会員名簿などの公式書類に

は常にローマ字で「Kisoji」とあるのですが、ご遺族

によれば「きさじ」が正しいとのこと、また子どもの

ころ福島氏は地元では「きそっしゃん」と呼ばれてい

たと言われ、今となってはどちらが正しいのか、確定

できません。 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.熊本南ローターアクトクラブより「例会報 Vol.20」が届いて

おります。 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。連休が入りましたので2週間

ぶりの例会です。本日の卓話は社会福祉法人 リデル

ライトホーム施設長 中山泰男様です。後ほどよろし

くお願いいたします。また、昨日地区 RA 主催の家族

清掃活動及びポリオ募金活動に参加された皆さま、

大変お疲れさまでした。 

さて本日は、日本のロータリーの生みの親の一人

で、日本人最初のロータリアンであります、福島喜

三次につきましてお話したいと思います。福島喜三

次は日本人第1号のロータリアン。そして、ロータリ

ークラブを米山梅吉に紹介し、彼とともに日本にロ

ータリークラブを創設した人で、佐賀県の有田出身

です。三井物産に勤め、1905年渡米、1915年にダラ

ス RC に入会。1920年帰国し東京 RC 創立会員になっ

たものの、大阪転勤により1923年、大阪 RC 創立会員

ともなりました。この年に関東大震災が発生、彼は

クラブ幹事として、世界の各クラブからの救援物資 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.会員卓話 吉村郁也君 

 

 

 

  

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

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 

５/２７ 2017-18 地区会員増強セミナー 

     ＠熊本学園大学 

６/４  竹田 RC 創立 60周年記念式典 

     ＠ホテル岩城屋 

６/５  年祝い＠代継宮/松葉 

 

 

 

第３４回例会記録（通算第 2724回）  

平成 29（2017）年５月８日 

    

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 

中山泰男様（社会福祉法人 リデルライトホーム） 
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例会変更のお知らせ 

○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 

○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～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月30日（火）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31日（水）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31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～ 

[変更後] 5月31日（水）18：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月31日（水）12：30～ 

 

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 ４４名 77.19％   ７０.１８％ 

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） 

 

2017-18（次年度）寿崎奨学会委員会報告（園田修司君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。2017-18（次年度）寿崎奨学会

委員会よりご報告です。4/24に R 寿崎奨学会理事会を開

催し、平成29年度寿崎奨学生の募集人数等が決定いたし

ました。平成29年度奨学生の採用人数は上限8名、奨学

金は本年度と同じ30,000円/月、6月上旬に面接会を開催

予定です。尚、奨学生1名にカウンセラー1名が付くこと

になりますので、後日改めてご案内させていただきます。

皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。また現在、

暑気払い、観月会、家族会等に招待しておりますが、今

後は奉仕活動等のイベントにも積極的に参加してもら

い、ロータリーの活動をより理解していただきたいと考

えています。 

 

 

 

2017-18（次年度）姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。次年度短期青少年交換留学事業

につきまして、本日姉妹クラブ委員会 IM を開催し、ま

ずはホストファミリーの募集を行いたいと思います。後

日改めてご案内させていただきます。皆さまのご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●SAA 委員会（高宮 宏君） 

皆さま、こんにちは。来週（5/15）例会よりクール

ビズを実施いたしますのでお知らせ申し上げます。 

 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より恒例の年

祝い開催のご案内です。多数のご参加をお待ちしてお

ります。（詳細は下記のとおり） 

 【日 時】2017年6月5日（月） 

祈願祭11：00～ 親睦会18：30～ 

【場 所】祈願祭：代継宮 親睦会：松葉 

 【会 費】出席10,000円/欠席5,000円 

 ※お祝いの主旨から、ご欠席の方からも頂戴いたします。ご

了承ください。 

 

［結婚祝］               ［誕生祝］ 

田川憲生君    5.2       原 裕一君    5.11 

後藤 博君     5.7       東矢憲一郎君  5.29 

西川尚希君    5.13 

山口 競君     5.14 

坂本研一君    5.17 

森本康文君    5.18 

東矢憲一郎君   5.19 

吉永彰一君     5.20 
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●スマイルボックス（西川尚希君） 

   

 

 

 

 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君 

吉永彰一君・古財良一君・北口 誠君 

 本日の卓話者 中山泰男様を心より歓迎いたします。

昨日は楽しみで夜も眠れませんでした。また私ごとで

すが、5/4代継宮 曲水の宴にはたくさんの会員の皆さ

まにご来場いただきました。本当にありがとうござい

ました。 

○藤見泰之君 

 本日の卓話者 中山泰男様を歓迎しスマイルいたしま

す。卓話を楽しみにしております。 

○寿崎 肇君 

 5/4漆島会長の代継宮にてお参りさせていただきまし

た。曲水の宴は素晴らしいものでした。坂本幹事はじ

め、多くの会員がボランティアで働いておられました。

私は何もせず坂本幹事からお世話いただくばかりで

した。参加の皆さまご苦労さまでした。連休中には孫

4人ひ孫6人で、いつも一人の私ですが大変楽しい1週

間でした。ありがとうございました。 

○高宮 宏君 

 漆島会長、「曲水の宴」おめでとうございました。参

加予定でしたが来客があり欠席しました。すみません

でした。 

○井上雅文君 

 5/4は代継宮さんの曲水の宴に初めて参加させていた

だきました。趣のある素晴らしい宴でした。また昨日

は地区RA主催の清掃活動に参加させていただきまし

た。一日清々しい気持ちで過ごすことができました。

ありがとうございました。 

○藤見泰之君  Ⅳ 

 久しぶりに例会へ出席できました。心は出席しており

ましたが、体がついて行きませんでした。改めまして

心身一致で精進いたします。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○田川憲生君 

 本日は他のスケジュールが入り途中退席させていた

だきます。申し訳ありません。 

 

 

 

 

 

 

●外部卓話（古財良一君） 

 「自分らしく生きる」     中山泰男様 

  

 

 

 

 

ヘルプマークを全国で広げよう 

ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、

内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見

から分からなくても援助や配慮を必要としている

方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知ら

せることで、援助を得やすくなるよう、東京都福祉保

健局が作成したマークです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難病患者就労支援事業所・団体募集 

熊本県では、難病患者の雇用並びに継続就労に取り組

む事業所・団体を募集しています。県に登録された事

業所については、ホームページにおいて登録事業所の

名称や取り組み内容の掲載等を行っています。県内の

事業所・団体等において難病について理解され、難病

患者の雇用や、継続就労がしやすい環境が整備されて

いくことを目指しています。 

登録対象 

県内に主たる事業所または支所を有し、難病患者の雇

用並びに継続就労に取り組む事業所・団体 

（注）難病患者とは、指定難病医療受給者証を有する

患者以外も対象となります。（例：リウマチや糖尿病

患者等） 

登録要件 

次に掲げる項目に取り組む事業所等を登録する。（1）

および（2）はそれぞれ 1 項目以上（予定を含む）の

該当を必須とする。 

（1）従業員への難病に関する理解促進のための情報

提供 

・情報の提供（ポスター掲示、チラシ・リーフレット

の配布等） 

・従業員への研修 

・参加した難病関係研修等について従業員への内容報

告 
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・その他 

（2）難病患者が継続就労できるような支援 

・通院への配慮 

・通勤、勤務時間、休憩等の配慮 

・仕事内容の配慮（体調悪化につながる業務を避ける） 

・専門機関との連携（熊本県難病相談・支援センター、

ハローワーク、医療機関等） 

・就労に関する各種制度や助成金等の利用 

・その他 

（3）その他、難病に関する積極的な取り組み 

 

【申し込み・問い合わせ先】 

〒862-8570（住所記載不要） 

熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課 総務・特

定疾病班 

TEL：096-333-2210 

  

【例会予定】 

5/22 調整中 

5/29 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：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） 

ロータリー財団による堅実な資金管理  

-ご寄付を最大限に生かすために- 

2016年、ロータリー財団は、財務の健全性と透明で明

白な説明責任（アカウンタビリティ）を積極的に推進

してきた実績をチャリティナビゲーターから認めら

れ、10点満点という誉れ高い評価を受けました。ロー

タリー財団は、米国すべての州の慈善事業に対する独

立評価で、9年連続で4つ星の評価を勝ち取っています。

このような実績を達成している団体は国全体でわず

か１％ほどです。ロータリー財団はまた、米国ファン

ドレイジング・プロフェッショナル協会（AFP）から

も、2016年度世界で最も卓越した財団に選ばれました。

この栄誉の過去の受賞者には、ケロッグ、マッカーサ

ー財団といった有名な財団が名を連ねています。その

ような団体はすべて、ロータリー財団に寄付すること

は賢い投資であるという考えで一致しています。皆さ

まも、賢い投資をなさっているのです。私たちは、皆

さまの貴重な投資が、今後何年間も最大限の影響力を

もって生かされるよう、最初から最後まで徹底した資

金管理を行っています。ご寄付はさまざまな基金に指

定できます。ロータリーが焦点を置くポリオ撲滅のた

めのポリオプラス基金、特定のグローバル補助金やロ

ータリーの重点分野などです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 年が経過すると、皆さまのご寄付の投資から発生し

た投資収益利益は、財団の運営費に回されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆5/7ロータリー家族清掃及びポリオプラス募金活動 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


