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職業奉仕第 2 回セミナー
＠熊本県民交流会館パレア
年次総会・年忘れ家族会
＠ホテル日航熊本
熊本市域 RC 新春合同例会
＠ホテルキャッスル
新年会＠松葉

会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は株式会社 RKK メ

例会日が同じ月曜日、例会場 ホテル日航、今年創立 60

ディアプランニング 姫井浩之様です。姫井様には 9 月

周年など大変共通点が多く、これを期に今後も交流が深

に開催されました RYLA セミナーにご参加いただきまし

まればと思います。来年 2 月 17 日に姫路南 RC 創立 60

た。本日は RYLA セミナーの報告をしていただきます。

周年記念式典が開催されるとのことで、是非多くの方に

貴重なお話を楽しみにしております。後ほどよろしく

ご参加いただき、また、当クラブの 60 周年記念式典の

お願いいたします。

アピールもできればと思います。

さて先週は、11/7（火）熊本市域 RC 会長・幹事会、
11/9（木）親睦活動・スマイル委員会合同 IM、11/11

出席報告（金井昌道君）

（土）姫路南 RC との交流懇親会に参加いたしました。
姫路南 RC からは今回 23 名が参加され、わざわざ楽器

会員数
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や地酒も持ち込まれました。「A 列車で行こう」の演奏

６４名

４２名

71.19％
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で入場、余興ではテイクファイヴ等のジャズ演奏やク
イズ大会等あり、お越しいただいたにも関わらず、逆
に姫路南 RC のおもてなしに感動しました。その後の二

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

次会も大変賑やかなものとなりました。姫路南 RC とは
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定例理事会報告（今村浩昭君）

委員会報告

1.12/4 年忘れ家族会について

●社会奉仕委員会（古財良一君）

⇒例会振替。事業計画、予算案にて承認されました。

皆さま、こんにちは。社会奉仕委員会より以前卓話

2.新年会について

でお越しいただきました、公益社団法人くまもと被害

⇒1/9（火）
「松葉」開催が承認されました。

者支援センター主催イベントのご案内です。「生命の

3.1/5（金）熊本市域 RC 新春合同例会について

メッセージ展 in くまもと」と題し、11月25日（土）・

⇒例会振替なし。（参加の場合はメーキャップ対象）

26日（日）にお隣のびぷれす広場にてコンサート及び

4.熊本まちあかりについて

講演が開催されます。今回、社会奉仕委員会としての

⇒会長より熊本第 3G、第 4G 各クラブ会長へ寄付のご案

参加はございませんが、当日都合のつかれる方は是非

内。（ガバナー補佐へ報告）

ご参加ください。

5.バナーの作製について
⇒承認されました。
6.地区関係会合等の出席（メーキャップ対象）について
⇒出席報告書がないため、口頭での報告が承認されまし
た。
7.2018 年地区大会について
⇒当クラブより SAA 担当を選出することが承認されまし
た。（20 名程度）
例会変更のお知らせ
○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11月21日（火）12：30～
●職業奉仕委員会（永井富士雄君）

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、

程] 11月21日（火）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

今年度 第1回目の職場訪問を渕田俊郎会員にご協力

[日

いただき、株式会社ツカサ創研様にて行います。本日

程] 11月22日（水）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

が申込み締切りとなっております。多数のご参加をお

[日

待ちしております。（詳細は下記のとおり）

程] 11月23日（木）13：00～

【日

時】2017年11月20日（月）14：30現地集合

[変更後] 12月1日（金）未定

【場

所】株式会社ツカサ創研

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

【内

容】業務説明、社内見学

○05福祉 RC～熊本第2グループ IM 前に日程変更

（乗合は14：00ホテル日航熊本1F 集合）

[変更前] 11月28日（火）12：30～

[日

程] 11月29日（水）12：30～
●雑誌委員会（向臺行雄君）

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11月29日（水）12：30～

○菊南 RC～熊本第2グループ IM へ日程変更
[変更前] 11月29日（水）12：30～
[変更後] 12月1日（金）
○りんどう RC～熊本第2グループ IM へ日程変更
皆さま、こんにちは。雑誌委員会 委員長の向臺で

[変更前] 11月30日（木）13：00～

ございます。今月のロータリーの友のご紹介をさせて

[変更後] 12月1日（金）

いただきます。今月は「ロータリー財団月間」となり
幹事報告（森本康文君）

ます。先ずは、横書きの P.3 をご覧ください。RI 会長

1.人吉 RC より創立60周年記念誌が届いております。

メッセージが掲載されております。「私たちの奉仕の

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

成果である財団」というタイトルとなっておりますポ
リオ撲滅への挑戦を可能にしたのは「ロータリーの奉

ご参加をお願いいたします。

仕の土台」であること、この財団のモデルは他の団体
に類を見ない「非常に効率的」で「完全にグローバル」

2

なものであること、「財団に 1 ドル寄付すれば他の慈

●スマイルボックス（山下洋一郎君）

善団体に寄付するよりもずっと大きな成果が得られ

○今村浩昭君・齊藤直信君・告坂和紀君・森本康文君

る」と述べられております。続いて、P.7～P.11 にか

杉光定則君

けて「インターアクターと連携する」との題で、P.8

本日は、㈱RKK メディアプランニングの姫井浩之様に

「広島安佐 RC×崇徳中学高校 IAC」、P.9「山形 RC×山

卓話をいただきます。姫井様、ありがとうございます。

本学園 IAC」、P.10「飯田東 RC×下伊那農業高校 IAC」、

また、先週土曜日の姫路南 RC との交流懇親会に参加

P.11「延岡中央 RC×聖心ウルスラ学園 IAC」が記載さ

された皆さま、お疲れさまでした。二次会まで盛り上

せておりますので後ほどご確認願います。P.12 から

がり楽しい一夜でした。

「私たちの目標：ポリオのない世界」ということで記

○高宮

宏君・漆島典和君

載されております。P.14～P.19 にかけて、ビル＆メリ

本日の卓話者 姫井さん、ようこそいらっしゃいまし

ンダ・ゲイツ財団のポリオ撲滅プログラム責任者であ

た。彼とは地区 RYLA セミナーで一緒に勉強しました。

る「ジェイ・ウェンガー氏」の記事があります。何度

大変有意義な教習の場であったと思います。おそらく

かご紹介しましたように、ビル＆メリンダ・ゲイツ財

実践に活かされると思いますので出世間違いなしで

団は、今後 3 年間にわたってロータリーがポリオ撲滅

す！

に投入する金額の 2 倍の額を上乗せ＝最高 4 億 5000

○久峨章義君・高宮 宏君・堀川貴史君・丸山浩之君

万ドルを提供されます。ジェイ・ウェンガー氏による

坂本幸樹君・杉光定則君・田中靖昭君

と P.15 の右側下段にあるように、
「私たちは至るとこ

11/11（土）姫路南 RC の方々が大勢で来熊されました。

ろでウイルスを取り除かないと復活して再感染して

熊本地震で元気をなくしてしまっている我々に、元気

しまう」とあり、その理由から 1988 年世界保健総会

づけて、勇気づけてくださっているかのような、逆に

においてポリオ撲滅を決定しました。P.17 左上段にあ

我々熊本南 RC のメンバーが大歓迎を受けました。来

るとおり、ウェンガー氏は 2011 年今の任務を引き受

年 2/17 の姫路南 RC 創立 60 周年記念式典には倍返し

けたそうです。そして、今世界でポリオが残っている

で伺わないと、と思いました。2 月はみんなで姫路に

のは、アフガニスタン・パキスタン・ナイジェリアの

行きましょう。

僅か 3 か国が、この 3 カ国はポリオ以外にも大きな問

○山口

競君

題があり活動は困難とのです。P.17 に右側中段にある

昨日は姫路南 RC の皆さんがお店に来てくださいまし

ように、今年の発症は 8 件のみですが、撲滅確認には、

た。ありがとうございました。皆さん大人の修学旅行

3 年間新たな発症がない時が必要です。P.18 には「数

をたいへん楽しまれていたようです。何名かの名前を

百万人がポリオ撲滅に尽力」「しかし、われわれの活

出されて、夜の部の思い出話をされていました。

動は始まったばかり」。理由は、撲滅には 15 億ドルの

○寿崎

肇君

資金が不足していると予測されております。続いて

11/11（土）阿蘇 RC 創立 50 周年記念式典に参加いた

P.20～P.21 には、難民にシェルターを、日本の教育現

しました。ゴルフができないのが残念でした。今回の

場に難民についての教材をということで記載されて

参加者は私だけでしたが、当クラブも来年 60 周年を

おります。P.24～P.25 は「よねやまだより」です。P.25

迎えます。他クラブのお祝いをすればこちらもしても

下段に「よねやまミニだより」にて、「感謝 in 熊本」

らえます。よろしくご配慮ください。

に学友・ロータリアンら 444 人参加とのことで 8 日 26

○田中裕司君

日開催の紹介があります。P.28～P.31 は「日本のロー

10 月はヨーロッパ旅行、歌舞伎、野球観戦等で欠席が

タリー100 周年実行員会アンケート」調査結果報告が

続き、お詫びのスマイルです。祝い事としては、済々

あります。一部紹介させていただきますと、P.28 に直

黌の後輩 大竹君がドラフトでソフトバンクに指名さ

面している課題は「会員の高齢化」
「会員の減少」、ク

れ入団しました。済々黌としては古葉さん以来のプロ

ラブ運営については「例会・委員会活動などのマンネ

野球選手らしいです。銀座で高い寿司を食べさせた甲

リ化」「ネット対応不十分」とあります。

斐がありました。

続いて、縦書きに移ります。P.4～P.8 にロータリー
財団奨学生その後ということで宮崎大学長の記事が

●外部卓話（杉光定則君）

掲載されております。P.22 上段に大分中央 RC 岩男さ
ん、P.23 上段に荒尾 RC 西田さん、下段に中津 RC 福
沢さんが載っております。
報告は以上です。ありがとうございました。
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「RYLA セミナー報告とその後」
姫井浩之様（株式会社 RKK メディアプランニング）

【例会予定】
11/27 月間テーマ卓話 林 明様（熊本江南 RC）
12/4

年次総会・年忘れ家族会

12/11 外部卓話 河野文夫様
（九州中央リハビリテーション学院長）
12/18 定款に基づき休会
12/25 会員卓話 雑賀庸泰君
◆11/9（木）熊本南ローターアクトクラブ例会

◆11/11（土）姫路南 RC 交流懇親会＠ホテル日航熊本
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