
［ 今月/来月 ］ 

行 事 

1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 会員卓話 田中靖昭君 
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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。本日の卓話は、有限会社ミュ

ーズプランニング 代表取締役 藤井宥貴子様です。楽

しみにしております。後ほどよろしくお願いいたしま

す。 

まず、先週 4/2（月）開催されました「花見・ワイン

の会＆新入会員歓迎会」に参加された皆さま、大変お

疲れさまでした。今回はソムリエの米野真理子氏にお

越しいただき、ワインの講座やテイスティングなど大

盛会でございました。 

さて、昨日 4月 8日は「花祭り」でした。「花祭り」

とはお釈迦様の誕生日をお祝いする日です。日本人は

宗教に関心が薄い人が多く、また、仏教行事はキリス

ト教の行事と比べるとイベントとして軽いノリで取り

４/１８  2017-18 第 3 回熊本市域 RC

会長・幹事会＠メルパルク 

５/６   第2720地区RA家族清掃及び

台湾地震募金活動 

５/１４  第 4 回クラブ協議会（新・現合

同）＠ホテル日航熊本 

５/２６  第 4 回熊本・大分地震支援対

策会議＠ニュースカイ 

５/２６  熊本中央 RC創立 30 周年記

念式典＠ニュースカイ 

 

第３１回例会記録（通算第 2762 回）  

平成 30（2018）年４月９日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

藤井宥貴子様 

（（有）ミューズプランニング代表取締役） 
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4/8（日）「2018-19（次年度）地区研修協議会」＠大分ホルトホールより  

上げられることが少ないため、クリスマスのように騒ぐ

ものではなく、もっと厳かなものだと思う人が多いのか

もしれないというような新聞記事が出ていました。 

また、昨日は「潰れない経営」というテーマの経営セ

ミナーに参加したのですが、耳の痛い話もあり大変勉強

になりました。日本経済は厳しい状況になっていくと予

想されていますが、生き残れるよう今後の仕事に活かし

て行きたいと思います。 

 

定例理事会報告（今村浩昭君） 

1.藤野俊昭様の入会について 

⇒承認されました。 

2.5/21（月）第4回クラブ協議会開催日変更について 

⇒5/14（月）開催が承認されました。 
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2018-19（次年度）臨時理事会報告（喜讀宣友君） 

1.2018-19年度休会日について 

⇒7/30、8/13、12/31、2019/3/25が承認されました。 

2.2018-19年度クラブ協議会開催について 

⇒7/9、10/1、11/12、2019/1/28、3/11、5/20（6回）が

承認されました。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 4月16日（月）18：30～ 

[変更後] 4月15日（日） 

[場  所] 西稜の森下草刈り 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月17日（火）12：30～ 

○水前寺公園 RC～災害支援活動のため時間場所変更 

[変更前] 4月18日（水）12：30～ 

[変更後] 4月18日（水）9：00～ 

[場  所] 阿蘇周辺 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月24日（火）12：30～ 

○西南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 4月26日（木）12：30～ 

[変更後] 4月26日（木）18：30～ 

○りんどう RC～親睦会のため時間変更 

[日  程] 4月26日（木）13：00～ 

[変更後] 4月26日（木）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月1日（火）12：30～ 

○西 RC～中央 RC創立30周年記念式典に変更 

[変更前] 5月22日（火）12：30～ 

[変更後] 5月26日（土）15：00～ 

[場  所] ニュースカイ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月29日（火）12：30～ 

 

幹事報告（森本康文君） 

1.熊本城東 RC より「創立30周年記念式典のお礼」が届いて

おります。  

2.オハイエくまもとより「第9回とっておきの音楽祭お礼・実績

報告」が届いております。 

3.地区事務所より「2017-18（今年度）RLI パートⅡ開催のご

案内」が届いております。参加希望の方は事務局までお

知らせください。 

4.例会終了後「2017-18（今年度）定例理事会」と、「2018-19

（次年度）臨時理事会」を開催いたします。関係各位はご

参加をお願いいたします。 

  

 

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 

６２名 ４２名 71.19％   ８５.００％ 

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） 

 

60周年実行委員会報告（坂本幸樹君） 

皆さま、こんにちは。60周年実行委員会よりご報告で

す。おかげさまでキャラバンが熊本水前寺公園 RC を除

き終了いたしました。水前寺公園 RC が例会振替等のた

め、なかなかタイミングが合わずまだ訪問できておりま

せんが、皆さまのご協力によりほぼ予定通り進めること

ができました。ありがとうございました。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（桑原幸雄君） 

  皆さま、こんにちは。先週の「花見・ワインの会＆

新入会員歓迎会」には、多数の方にご参加いただきま

してありがとうございました。おかげさまで大盛会と

なりました。また、4/19（木）開催の「今村年度 ゴ

ルフコンペ」にご参加の方はよろしくお願いいたしま

す。 

 

●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

 

 

 

  

 

  皆さま、こんにちは。雑誌委員会の雑賀です。今月

のロータリーの友のご紹介をさせていただきます。今

月は「母子の健康月間」となります。まずは横書きの

3 頁をご覧ください。RI会長のメッセージが掲載され

ております。「地球にはロータリーが必要です」につ

いてです。この中で、「われらの天体・地球の保全」

という環境保全プログラムを立ち上げることを宣言

したことが報告されています。そして、「木を植え、

空気や水質の浄化に努め、未来の世代のために地球を

守ろうと、環境問題を奉仕活動に組み込むよう」呼び

かけられています。安全ではない空気、海水中のプラ

スチックの増加、気温の上昇といった人類活動による

地球規模の環境破壊に対してロータリアンが行動を

起こすべきであるとの趣旨のことをおっしゃってい

ます。 

次に、7 頁から 11 頁にかけて、「夢を諦めない、約

束を守ろう－ポリオ撲滅まであと少し－」として、ポ
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リオ撲滅の取組みの記事があります。8 頁から、「ワク

チン活動に参加して」と題して、Hyogo ロータリーE

クラブ福山太一会員の記事が掲載されています。かつ

てインターアクトクラブ、ローターアクトクラブに所

属し、現在はインターアクトクラブの顧問を務めてお

られる同会員が、最近インドで行ったワクチン投与の

体験談がつづられています。投与のためにまわったス

ラム地区の経済的・衛生的に厳しい状況もあわせて述

べられています。それから、9 頁には弘前アップル RC

の関場会員、そして 11 頁には益田西 RCの松本祐二会

員の長年のポリオ撲滅活動、そしてポリオ撲滅まであ

と少しのところに来ていることが記載されています。 

次に、12 頁から 17 頁にかけて、「メークアップのすす

め」と題して、海外のクラブでメークアップされた方

の声などが紹介されています。12 頁から 13 頁にかけ

て、日本最大のクラブである東京 RC が、海外からの

方も含めてビジターやゲストが多数に及ぶことから、

迎え入れる体制がある程度組織的に大がかりになっ

ている様子が紹介されています。また，通訳や宗教上

の制約、ベジタリアンへの対応なども挙げられていま

す。それから、14 頁には、1972 年の入会以来例会無

欠席を貫くべく海外に行く際には Official Directory

を参照して行き先で必ずメークアップをされると言

う宮崎北 RC の原田實太郎会員の話が掲載されていま

す。その他、16 頁から 17 頁にかけて、海外でメーク

アップするための便利なツールとして、Rotary Club 

Locator というアプリケーションが紹介されています。

それから 24 頁に、熊本地震関連記事「心は共に」と

して、GO 熊本！そして友好の輪へ！」と題して、肥後

大津ＲＣ桑住賢二郎会員、小田原北 RC 大川耕作会員

より、熊本地震復興支援活動が紹介されています。肥

後大津 RC が、より深く熊本の復興の現状を知っても

らうことを目的として、全国のロータリアンを熊本に

招いて被災地を訪れる「熊本復興支援ツアー」を行っ

ている取組みが紹介されています。25頁上段には、京

都嵯峨野 RC 村田信也会員より、RCＣが益城町第三保

育所に楽器を寄贈した話が掲載されています。同じく、

25頁下段に、西天草RCの取組みも掲載されています。

その他、18 頁から 21 頁にかけてガバナーのロータリ

ー・モメントが掲載されています。27頁からは「よね

やまだより」に「次の 50 年に向けた記念すべき一歩

に」と題する記事が掲載されています。後ほどご確認

ください。 

  続きまして、縦書き 21 頁に、熊本水前寺公園 RCの

北里美知子会員が載っております。 

 

 

 

●スマイルボックス（井上雅文君） 

○今村浩昭君・告坂和紀君・森本康文君・喜讀宣友君 

杉光定則君 

先週の花見・ワインの会＆新入会員歓迎会は皆さまお

疲れさまでした。本日の卓話者 藤井宥貴子様のご来

訪を心より感謝申し上げます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○吉村郁也君 

 本日の卓話者 藤井さんとは防災対策全般のみならず、

熊本地震発生時にも大変お世話になりました。 

 

●外部卓話（杉光定則君） 

「すべての子どもが笑顔でいられる熊本を創る！」 

～熊本地震を通して見えてきたこと～ 

 藤井宥貴子様 

（有限会社ミューズプランニング 代表取締役） 

  

 

 

 

 

略歴 

1985年、熊本市私立幼稚園勤務を経て、自らの育児体

験を通して育児サークルを発足。1991年、育児サーク

ルの仲間と共に、熊本初の育児情報誌「Ｃｏｍｅ ｏ

ｎ ママ」を発刊する。1994 年より、地元新聞社から

発行する生活情報誌の特集企画および子育て情報の

執筆を担当。その間、講演会や講座の講師を務める傍

ら、子育てや医療に関するフォーラムのコーディネイ

ト、学生の就職及び、女性の再就職支援事業に取り組

む。 

2003年、女性が子育てをしながら自分の能力を活かせ

る職場づくりを目指して、「有限会社ミューズプラン

ニング」を設立。代表取締役。 

2011年、熊本県ひとり親等在宅就業支援事業を受託し

たことを機に、行政からの委託業務に従事。現在は、

熊本市男女共同参画センター はあもにい館長（2012

年より指定管理者）及び 2013 年、熊本市ファミリー・

サポートセンター センター長(業務委託)を兼務して

いる。 

熊本県母子寡婦福祉連合会 会長 

熊本県民カレッジ運営審議会委員 

熊本県女性の社会参画加速化会議委員 

キャリアカウンセラー 

キャリア形成支援士 

ワークライフバランスコンサルタント 

近畿大学短期大学スクーリング講師（人間関係学） 

熊本大学非常勤講師 （ジェンダー学入門）27 年まで 
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■4/8（日）2018-19（次年度）地区研修協議会 

＠大分ホルトホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

Rotary.org が「ウェビー賞」にノミネート： 

投票にご協力を 

インターネット界のアカデミー賞ともいわれる「ウェ

ビ ー 賞 」 に 国 際 ロ ー タ リ ー の ウ ェ ブ サ イ ト

（Rotary.org）がノミネートされました。Rotary.org

は第 22回となる本賞の Associations部門の最終 5候

補の一つに選ばれました。ウェビー賞のエグゼクティ

ブディレクター、クレア・グレーブス氏は、「インタ

ーネットの新たな創造と革新」であるとして、これら

の最終候補を称えています。「優れたウェブサイトの

中から選りすぐられてノミネートされたことは、非常

に素晴らしい達成といえます」とグレーブス氏は言い

ます。ウェビー賞は、インターネット界で世界を代表

する賞。Rotary.org は、審査員賞に加え、一般の投票

によって選ばれる People's Voice 賞で受賞を競いま

す。審査員賞の選考基準には、コンテンツ、構成とナ

ビゲーション、ビジュアルデザイン、機能性、インタ

ラクティブ性、イノベーション、ユーザー体験などが

含まれています。 

Poeple's Voice 賞にはどなたでも投票できます（投票

期間は 4 月 19 日まで）。投票方法はロータリーのブ

ログからご覧ください。各部門の受賞者はニューヨー

ク市で 4 月 24日に発表されます。Associaions 部門に

は、国際ロータリーのほかに下記の団体がノミネート

されています。 

・Paso Robles Wine Country Alliance 

・11th Macau Design Biennial 

・Trade Works for Us 

・Center for Court Innovation 

 

 

 

 

 

 

 

デザインが一新された国際ロータリーのウェブサイトが、イ

ンターネット界のアカデミー賞といわれる「ウェビー賞」に

ノミネートされました。 

 

 

【例会予定】 

4/23 戦略委員会・60周年実行委員会  

クラブフォーラム（2） 

 4/30 祝日のため休会 

 5/7 定款に基づき休会 

 5/14 熊本南 RAC 卓話 

 5/21 吉田圭秀様（陸上自衛隊第 8師団長） 

 5/28 田中慎一朗様（熊本市教育委員会） 

https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2018/websites/general/associations
https://rotaryblogja.wordpress.com/2018/04/04/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%83%87%e3%83%9f%e3%83%bc%e8%b3%9e%e3%80%8c%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%93%e3%83%bc%e8%b3%9e%e3%80%8d%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e3%83%ad/

