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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。まず、先週開催されました定例

理事会の報告です。 

1.吉本裕名会員の退会について ⇒8/31付退会が承認さ

れました。 

2.10/16（月）観月会例会について及び8/7暑気払い、8/21

新入会員歓迎会収支報告 

⇒観月会は夜例会に振替。会費7,000円のうち3,000円をク

ラブ負担とすることが承認されました。 

3.青少年奉仕委員会事業について ⇒ 

①ヒロ・デザイン専門学校 高校生ファション画コンテスト 

熊本南 RC 賞（10,000円）が承認されました。 

②熊本県水球大会 11/3（祝）アクアドームにて開催するこ

とが承認されました。（予算は未定） 

１０/７  職業奉仕研修セミナー 

      ＠熊本県民交流館パレア 

１０/７-８ 地区 RA第 33 回年次大会 

      ＠やつしろハーモニーホール 

１０/１６ 観月会＠ホテル日航熊本 

１０/１９ 熊本第 4 グループ IM 

      ＠ホテル日航熊本 

１０/２２ 職業奉仕・社会奉仕・国際奉

仕合同フォーラム＠大分  

１０/２８ 地区会員増強部門・新進気鋭

会員セミナー＠熊本学園大学 

第９回例会記録（通算第 2740 回）  

平成 29（2017）年９月２５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 

徳永隆裕様（ヒロ・デザイン専門学校 学校長） 

一明 豪様（    〃     企画・広報部長） 

松尾知明様（熊本中央 RC） 

盧 麗娜様（     〃    ） 

住永金司様（熊本江南 RC） 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

第 14 回 高校生ファッション画コンテスト in 九州・沖縄「熊本南 RC 賞」選定会  

4.地区大会コ・ホストについて ⇒ 承認されました。

（堀川貴史会員を副委員長として推薦） 

5.10/19熊本第4グループ IMについて 

⇒全員登録（1,000円）とすることが承認されました。 

6.60周年実行委員会より報告 

⇒9/4実行委員会を開催。9/12予算の打合せ予定。 

尚、東矢憲一郎会員からの香典返しにつきまして

は、「特別基金」口座へ入金することが決定しまし

た。また、来週（10/2）「第 2 回クラブ協議会」を

開催いたします。年内に事業を予定している委員会

は、議案・事業計画等を提出ください。その後理事

会にて承認の流れとなりますのでよろしくお願い

いたします。 

 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 9月12日（火）12：30～ 
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幹事報告（玉田光識君） 

1.来週（10/2）19：00より、「第2回クラブ協議会」を開催いたし

ます。本日が出欠回答の締切日となっておりますので、未

回答の方は至急ご回答をお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 10月2日（月）12：30～ 

[変更後] 10月2日（月）18：30～ 

[場  所] フランス料亭 七彩 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 10月3日（火）12：30～ 

[変更後] 10月3日（火）18：30～ 

[場  所] ロシア料理 ボルガ 

○りんどう RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 10月5日（木）19：00～ 

[場  所] 未定 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10月10日（火）12：30～ 

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 10月11日（水）12：30～ 

[変更後] 10月9日（祝）未定 

[場  所] 広安 愛児園 

○水前寺公園 RC～被災地訪問のため時間場所変更 

[変更前] 10月11日（水）12：30～ 

[変更後] 10月11日（水）未定 

[場  所] 阿蘇 被災地 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10月11日（水）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10月11日（水）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10月12日（木）13：00～ 

○西稜 RC～月見の会に変更 

[日  程] 10月16日（木）18：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

○西 RC～熊本第4グループ IMのため日程場所変更 

[変更前] 10月17日（火）12：30～ 

[変更後] 10月19日（木）17：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

○江南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 10月18日（水）12：30～ 

[変更後] 10月18日（水）18：30～ 

○西 RC～熊本第4グループ IMのため日程場所変更 

[変更前] 10月19日（木）12：30～ 

[変更後] 10月19日（木）17：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

 

○西稜 RC～熊本第4グループ IMのため日程場所変更 

[変更前] 10月23日（月）18：30～ 

[変更後] 10月19日（木）17：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 10月25日（水）18：30～ 

[変更後] 10月28日（土）17：30～ 

[場  所] ステーションホテル小倉 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10月30日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10月31日（火）12：30～ 

 

出席報告（金井昌道君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６４名 ４１名 67.21％   ８３.６１％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

 

 

 

熊本中央 RC 挨拶（松尾知明様・盧麗娜様） 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。本日は、「第9回チャリティコン

ペ」のご案内に参りました。貴クラブからは毎回多数の

ご参加をいただいており、心より感謝申し上げます。今

回もぜひ多くのご参加をお待ちしております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。（詳細は下記のとおり） 

 

【日 時】2017年10月27日（金）8：00～ 

【場 所】阿蘇高遊原カントリークラブ 

【費 用】プレー代（キャディ付）9,500円 

         （セルフ）  7,500円 

     参加費        3,000円 

【ルール】ダブルペリア方式 
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60周年実行委員会報告（漆島典和君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。60周年実行委員長を仰せつかり

ました漆島です。来年6月16日（土）ここホテル日航熊

本にて創立60周年記念式典を開催予定です。現在、実行

委員会では少しずつ準備を進めている段階ですが、今後

皆さま方にも色々お願いすることになるかと思います。

ご協力のほどよろしくお願いいたします。また決定事項

等お知らせは随時行っていきたいと思います。 

 

委員会報告 

●SAA 委員会（野口泰則君） 

  

  

 

 

 

皆さま、こんにちは。SAA 委員会よりお知らせです。

まず、9月30日をもちましてクールビズ期間を終了と

いたします。次回（10/2）例会よりネクタイの着用を

お願いいたします。また席次につきまして、会員同士

の更なる交流のため月1回程度くじ引きにしたいと思

っておりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

  

 

 

 

 

○松尾知明様・盧麗娜様（熊本中央 RC）  

 本日は第9回熊本中央 RCチャリティコンペのご案内に

参りました。熊本南 RC 様には例年たくさんのご参加

をいただき感謝しております。今後もどうぞよろしく

お願いします。 

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・喜讀宣友君 

告坂和紀君・杉光定則君 

 ヒロ・デザイン専門学校 徳永校長、一明部長のご来

訪を心より歓迎いたします。また、熊本中央 RC の松

尾会員と盧会員、熊本江南 RC の住永会員のご来訪を

心より歓迎いたします。熊本南 RC の例会をお楽しみ

ください。 

 

○渕田俊郎君・永井富士雄君 

 本日ご来訪者のヒロ・デザイン専門学校 徳永様・一

明様、熊本中央 RC 松尾様・盧様、熊本江南 RC 住永

様を心より歓迎いたします。卓話を楽しみにしていま

す。 

○漆島典和君・丸山浩之君・北口 誠君 

 ヒロ・デザイン専門学校 高校生ファッション画コン

テスト 熊本南 RC賞選出のためご来訪いただきました、

学校長 徳永様、部長 一明様を歓迎いたします。本年

度より 2 回目の校長復帰をされました徳永様、誠にお

めでとうございます。以前当クラブに在籍されていた

とのことで、当クラブへの復帰も心待ちにしておりま

す。また、熊本中央 RC 松尾様・盧様、熊本江南 RC 住

永様を歓迎いたします。 

○高宮 宏君 

 熊本中央 RC 松尾会員のご来訪を心より歓迎いたしま

す。パティスリービジューのケーキ、いつも美味しく

いただいています。 

○寿崎 肇君 

 昨日、第 14 回日韓親善会議が韓国 ソウルであり、無

事に帰国しました。この会議はロータリーが 35 年前

から始めたもので有意義なものでした。また本日 11

時から熊本県ロータリー奨学会の会合がありました。

この奨学会は公益財団法人ですから税金の控除があ

ります。熊本 RC は年度 204 万円、熊本南 RC は 21 万

円。頑張りたいと思いました。 

○藤見泰之君  Ⅹ 

 私事でありますが、ご報告させていただきます。9 月

12 日（火曜）午前 5 時 10 分、2504g の女の子が誕生

いたしました。予定より早い出産でしたが母子ともに

無事で安心しております。これからは一男一女の父と

して益々頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。 

○園田修司君 

 不動産鑑定士協会において、無料講演会を開催いたし

ます。講演者はテレビでお馴染みの 門倉貴史さんで

す。10 月 13 日（金）、場所はここホテル日航熊本です。

これからの日本経済のお話ですので、皆さま参加して

もっとお金持ちになりましよう。申し込みはテーブル

上のチラシ、もしくは私に言っていただけますと大丈

夫です。 

○西川尚希君 

 本日は所用のため早退いたします。お詫びのスマイル

です。 
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●外部卓話（杉光定則君） 

 「第 14 回高校生ファッション画コンテスト in 九州・

沖縄 熊本南 RC 賞選定」 

  徳永隆裕様・一明 豪様（ヒロ・デザイン専門学校） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

「日本の姉妹都市との絆、ブラジルの新生児を救う」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陣痛がはじまり、妊婦はおびえています。予定日は 3

カ月も先。一番近い病院は 48km も離れており、生ま

れても体重は 1,000g に満たないでしょう。問題はも

う一つ。病院の新生児集中治療室には保育器が 7 台し

かなく、満員になると赤ちゃんを別の病院に搬送する

必要があります。命をつなぎとめたとしても、両親は

数カ月も長距離の病院通いを余儀なくされます。ブラ

ジ ル ・ リ ベ イ ラ バ レ ー の 病 院 （ Dr. Leopoldo 

Bevilacqua Regional Hospital）でも、多くの妊婦が

同じような困難に直面しています。設備が不足すると、

すでに危険な状態にある新生児をほかの病院に搬送

しなければなりません。この影響は、サンパウロ州の

高い乳児死亡率に表れています。「ここには 2 つの現

実があります。私立病院の費用を払える人と、払えな

い人です。払えない人は、24 もの町をカバーしている

州立病院まで長距離を往復しなければなりません」。

Registro-Ouro ロータリークラブ（ブラジル）のプロ

ジェクトを主導したリナ・シミズさんは、このように

話します。そこで同クラブと Registro ロータリーク

ラブは、岐阜県中津川の 2 つのロータリークラブとパ

ートナーとなり、グローバル補助金プロジェクトを実

施しました。ロータリアンは 172,500 ドル（約 1,900

万円）を集め、新生児の集中治療室に保育器 5 台を追

加。これにより、それまでの倍近い新生児の受け入れ

ができるようになりました。2013年には新生児129名、

プロジェクト完了後も毎年、新生児約 220 名の命を救

っています。また、換気装置 5 台、ビリルビン測定装

置 1 台、ベビーベッド 3 台、血圧・心拍数モニター5

台、新生児黄疸光線治療器 1 台も設置したほか、住民

を対象に出産前ケアのワークショップの推進にも貢

献しました。この活動は、医療サービスや出産前ケ

ア・母乳の重要性についてあまり知らなかった遠隔地

の妊婦にとって、大きな支えとなりました。ロータリ

ークラブは、出産前ケアと母乳の重要性を伝える活動

も支援しました。中津川のロータリアンは以前、補助

金で困難を経験したことから国際活動の支援を断念

していましたが、今回の経験が大きな転機となりまし

た。この変化を導いたのは、レジストロ市と中津川市

の「姉妹都市」提携です。双方のロータリアンは、定

期的に交流して友好を深めてきました。だからこそ日

本のロータリアンも、自分たちの資金が有効に使われ

ると確信できたのでしょう。日系人で日本語を流暢に

話せるシミズさんの存在も、信頼関係とコミュニケー

ションの構築に大きく寄与しました。ここには 37 年

かけた友情と絆がある。中津川ロータリークラブの原

満夫さんは、そう述べました。 

 

【例会予定】 

10/9  祝日のため休会 

10/16 観月会 

10/23 外部卓話 川上清太様・吉本祐之様 

（新水前寺にぎわせ隊） 

10/30 新入会員卓話 斉藤 淳君 

 

■□9/21（木）熊本南ローターアクト例会報告□■ 

 


