4/11～ 13「 創立 60 周年 記 念式 典 キャ ラ バ ン」 in 台 北 より 。 お疲 れ さま で し た ！
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会長報告（今村浩昭君）

第 2720 地区 RA 家族清掃及び
台湾地震募金活動
第 4 回クラブ協議会（現・新合
同）＠ホテル日航熊本
第 4 回熊本・大分地震支援対
策会議＠ニュースカイ
熊本中央 RC 創立 30 周年記
念式典＠ニュースカイ

も少しございました。姉妹クラブ事業であります短期青

皆さま、こんにちは。本日の卓話は、田中靖昭会員

少年交換留学につきまして、次年度は送り出しとなりま

の会員卓話です。楽しみにしております。後ほどよろ

すが、例年通り 8 月上旬の予定で了解をいただきました。

しくお願いいたします。

関係各位には準備を進めていただきたいと思います。

まず、4/9（月）開催されました「定例理事会」のご

また、ちょうど 1 年後となります 2019 年 4 月 18 日に

報告です。1.藤野俊昭様（朝日生命保険相互会社 熊本

台北大同扶輪社は創立 35 周年を迎えられます。記念式

支社長）の入会について

典が予定されておりますので、ぜひ多数のご参加をよろ

⇒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。
先週 4/11～4/13 に創立 60 周年記念式典キャラバン
で台北へ行ってまいりました。ご参加された皆さま、

しくお願いいたします。
尚、台北大同扶輪社とは 5 年毎に姉妹クラブ締結を行
っておりますが、今回 60 周年記念式典で来熊される際
に姉妹クラブ締結式を行う予定です。

お疲れさまでした。台北大同扶輪社の例会にて全会員

さて、先週は潰れない経営の話をしましたが、本日は

にご協力いただきました、台湾花蓮地震義捐金をお渡

復活した会社の話をしたいと思います。一つ目がスカイ

ししましたことをご報告申し上げます。次年度のお話

マークエアラインです。2015 年に民事再生法適用を申請

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 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

経営破綻しましたが、今年2月には破綻再生後6年ぶりに

藤木正幸会員報告

国際線チャーター便運航を再開しました。次にソニーで
す。2008年のリーマンショック以降、経営難に陥ってい
ましたが、2012年4月 CEO に平井一夫氏（2018年4月退任）
が就くと徐々に V 字回復を果たし、2018年3月期は過去
最高益の見込みです。最後に元ブックオフ創業者 坂本
孝氏ですが、70歳を過ぎて「俺のイタリアン」「俺のフ

皆さま、ご無沙汰しております。熊本地震本震からち

レンチ」等、
「俺の」シリーズで有名な「俺の株式会社」

ょうど2年が経ちました。まだまだ復旧・復興を頑張っ

を設立、現在9,000百万円まで売上が伸びているそうで

ている状況ですが、御船町としてはやっとスタートライ

す。3社それぞれのやり方で復活を遂げられています。

ンを過ぎたところと感じています。道路は幹線道路、国
道の工事が終わりましたが、町道は通行止めの場所があ

例会変更のお知らせ

ります。問題は農業再開です。完了件数が7％ほどに止

○05福祉 RC～定款に基づき休会

まっています。なぜかと言いますと、御船町の上、山都

[日

程] 4月24日（火）12：30～

町の水路工事が終わらず、御船町は田植えができないの

○西南 RC～親睦会のため時間変更

が現状です。また、未だ仮設住宅に入居されている方が

[変更前] 4月26日（木）12：30～

1,700名いらっしゃいます。生活の再建をどうするのか、

[変更後] 4月26日（木）18：30～

最も重要な問題です。会員の皆さまには震災直後からご

○北 RC～RAC との合同例会のため時間場所変更

支援いただき感謝申し上げます。今後ともよろしくお願

[変更前] 4月26日（木）12：30～

いいたします。

[変更後] 4月26日（木）20：00～
[場

所] 大江公民館

地区研修委員会報告（堀川貴史君）

○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～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。地区研修委員会より「2017-18 RLI

程] 5月1日（火）12：30～

パートⅡ」開催のご案内です。RLI（ロータリーリーダ

○05福祉 RC～職場訪問のため日程場所変更

ーシップ研究会）は、ロータリアンなら入会経歴の長短

[変更前] 5月8日（火）12：30～

を問わず、どなたでも参加できる少人数のチーム編成に

[変更後] 5月12日（土）

よる討論形式のリーダーを目指す研修会です。ぜひご参

[場

加ください。（詳細は下記のとおり）

所] エコパーク水俣バラ園

○西 RC～定款に基づき休会

【日

時】2018年5月20日（日）9：20～17：00

[日

【会

場】ホルトホール大分

【会

費】3,000円（クラブ負担）

程] 5月29日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 5月29日（火）12：30～
委員会報告

幹事報告（森本康文君）

●SAA 委員会（野口泰則君）

1.例会終了後、熊日倶楽部にて「60周年実行委員会」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（山口 競君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

３８名

65.52％

８１.０３％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

皆さま、こんにちは。SAA 委員会よりお知らせです。
5月より「クールビズ」といたします。尚、5月7日（月）
例会は休会のため、5月14日（月）から開始となりま

欠席記録免除者 1名

す。よろしくお願いいたします。

０名（会員数には含まれません）
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●スマイルボックス（藤見泰之君）
○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
本日の田中靖昭会員の卓話を楽しみにしています。よ
ろしくお願いいたします。また、先週台北への60周年
記念キャラバンにご参加された皆さま、大変お疲れさ
までした。藤木正幸会員お疲れさまです。
○漆島典和君・古財良一君・園田修司君・藤見泰之君
北口

誠君・大津英敬君

熊本地震から 2 年が経ちました。被害に遭われた方々
にお見舞い申し上げるとともに、いち早い十全な復興
を祈念しております。その願いを込めてスマイルいた
します。
○井上雅文君
先週 4/12（木）熊本南 RAC 例会におきまして、新入会
員のご紹介をいただきました。西部ガスの金井昌道支
社長より 2 名、大和ハウス工業の平尾豊幸支社長より
3 名です。次世代を担うであろう素敵なメンバーさん
たちです。大変うれしく思います。現会員の RAC メン
バーも同様に感じていることかと思います。新入会の
メンバーの益々の個々の成長と、RC・RAC の目的であ
る親睦と奉仕の両輪を実践いただけますことを心よ

■4/11（水）～4/13（金）
「創立 60 周年記念式典キャラ

り願いましてスマイルいたします。

バン」in 台北

○藤見泰之君
「寧静致遠」諸葛孔明の言葉です。誠実、丁寧に物事
を為せば、遠くにある目標にも必ず到達するであろう
という意味です。千里の道も一歩から。その一歩一歩
をかみしめ、じっくり自身を磨き上げながら歩んでま
いりたいと思います。
●会員卓話（杉光定則君）
「ICTの最新トレンド」
-ICTを活用した熊本の創造的な復興田中靖昭君

■4/12（木）熊本南 RAC 例会
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■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

す。アビジャン・ビエトリー・ロータリークラブ（コ

世界銀行と国際ロータリーが「国際女性デー」のイベ

ートジボアール）会員のマリー・イレーネ・リッチモ

ントを開催

ンド・アホアさんは、コートジボアールのポリオプラ
ス委員長を務め、現在は、西アフリカにおける予防接
種活動の調整を担当しています。国際コミュニケーシ
ョンのコンサルタントとして、コートジボアールでの
国連の取り組みにおいてアドバイザーを務めた経験
もあります。アホアさんはまた、2017 年ロータリー国

革新的な人道プロジェクトを実施し、人びとの生活に

際大会で、ビル・ゲイツ氏によりそのポリオ撲滅と平

変化をもたらしてきた 3 人のロータリー女性会員が 3

和への献身が称えられました。「ボランティア活動は

月 7 日、ワシントン D.C.の世界銀行で行われた国際女

私に幸せをもたらしたと同時に、涙を流したこともあ

性デーにちなんだイベントで表彰されました。世界銀

ります。違った視点から世界を見ることができるよう

行グループスタッフ協会が主催、国際ロータリーと投

になりました」とアホアさんは語りました。「どんな

資会社のオッペンハイマーが協賛するこのイベント

困難が立ちはだかろうと、自分たちが実施する活動を

は、3 月 8 日の国際女性デーにあわせ、今週予定され

信じ、適材適所を実践して、チームを信頼しなければ

ている多くのイベントの一つです。イベントの様子は

なりません。そうすることで、他者の立場に立って物

ライブ中継され、世界中で人道奉仕の分野で活躍する

事を見ることができ、より多くを達成できるのです」

女性たちがいかに世界に変化をもたらしているかを

最後にアホアさんはこう付け加えました。「私にとっ

紹介しました。世界銀行南アジア副局長のアネット・

てのご褒美、それは子どもが予防接種を受けた後の母

ディクソンさんがイベントのモデレーターを務めま

親の笑顔です」コロナド・バイナシオナル・ロータリ

した。300 人以上が参加し、何千人もがライブ中継を

ークラブ（米国カリフォルニア州）会員のダニエル・

視聴したこのイベントで、ロータリー会員のギータ・

デ・ラ・フエンテさんは、アマル・アライアンスの共

ジャヤラムさん、マリー・イレーネ・リッチモンド・

同創設者です。この非政府団体は、社会開発・教育プ

アホアさん、ダニエル・デ・ラ・フエンテさん（いず

ログラムを通じて世界中の難民児童を支援していま

れもロータリアン）がそれぞれのストーリーを紹介。

す。フエンテさんは、世界で 6500 万人がやむなく住

ジャヤラムさんはインドの貧しい女性にメンタルヘ

む場所を追われており、その 77％が子どもであると紹

ルスのサービスを提供、アホアさんは西アフリカでの

介しました。「子どもが夢を持つことができない世界

ポリオ撲滅活動に尽力、フエンテさんは世界の難民児

を想像してみてください」とフエンテさん。「私はそ

童のエンパワメントに取り組んでいます。ロータリー

んな世界を受け入れることはできません」ワシントン

世界人道奉仕賞の受賞者でもあり、ハワードウェス

D. C. にある国防大学に勤務したこともあるフエンテ

ト・ロータリークラブ（米国メリーランド州）会員の

さんは同大学で、中東と南アジアの関係向上のために

ジャラヤムさんは、自身が設立したメンタルヘルス・

尽力しました。「人の思いやりが今まさに必要とされ

クリニック「マナシ・クリニック」について話し、南

ています」とフエンテさん。「次世代が夢を持つこと

インドの 200 以上の村に住む貧しい人びと約 2,000 人

ができない世界など、未来とは呼べません。行動し、

（ほとんどが女性）に総合的なケアを提供していると

変化をもたらしてください。私にとってはそれが、難

語りました。 ジャヤラムさんが設立したこのクリニ

民児童の生活を改善していくという活動なのです」

ックは、発展途上国におけるメンタルヘルスの向上に
寄与しており、世界保健機関からも認められています。
クリニックではまた、視力、聴力、老年にともなう問
題に対する治療や職業リハビリも実施しています。
2002 年の創設以来、約 600 万世帯がこのクリニックを
利用してきました。「女性たちは私を家に迎え入れ、
自分たちのストーリーを語ってくれるのです。このよ

【例会予定】

うな女性たちに感謝されることで、私自身も大きなや

4/30 祝日のため休会

りがいを感じています」とジャヤラムさん。「これこ

5/7

そ、私たちにとって大きな贈り物です」ジャヤラムさ

5/14 熊本南 RAC 卓話

んは、ジョンズ・ホプキンス大学（米国メリーランド

5/21 吉田圭秀様（陸上自衛隊第 8 師団長）

州ボルチモア）医学部の精神科・行動科学の准教授で

5/28 田中慎一朗様（熊本市教育委員会）
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定款に基づき休会

