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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さん、こんにちは。まずうれしいニュースがあります。

本日より、東矢会員の後任として新田義正会員が、我々の仲

間となりました。早く馴染んでいただけるように皆様のお引

き回しを宜しくお願い致します。おそらく、昼も、夜も活躍

して頂けるものと思います。後ほどご挨拶をいただきます。 

本日の卓話は、会員卓話で藤見会員となります。田川会長

年度に行っていたビジネス卓話を復活させて、今期は又やっ

ていきます。その第一発目として、最近成長著しい藤見会員

にお願いしてありますが、どんなオプティカルなお話を聞け

るのか非常に楽しみにしておりますので、宜しくお願い致し

ます。 

本日もまた、2 週間ぶりの例会となりますが、その間いろ

いろあっております。まず、7月 28日～29日は、大分でイン

ターアクトの年次大会があり、当クラブからは、古財良一会

員、井上雅文会員に同行して頂きました。お疲れさまでした。

7月 30日の夜は暑気払い＆新入会員歓迎会ということで、お

そらく昼の例会時より多くのメンバーにお集まりいただき、

９/２    広報・青少年奉仕部門合同セ

ミナー 

＠熊本県民交流館パレア 

９/８-９  RYLA セミナー＠阿蘇 YMCA 

９/２９   職業奉仕研修セミナー 

＠熊本県民交流館パレア 

 

第４回例会記録（通算第 2775 回）  

平成 30（2018）年８月６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 

ございません 
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2018-2019 年度  短期青少年交換留学事業 in 台北より  

楽しい時間を過ごすことができました。皆様からパワーをいた

だき、このクソ暑い夏を何とか乗り切ることができそうです。

昨日は、米山奨学会セミナーで、馬場会員が次年度に向けて勉

強してこられました。そして、8月 2日から、短期青少年交換

留学事業として、親善大使 5 名、同行メンバーのべ 10 名で台

湾に行っております。まだ、4名の方には現地に残って頂いて

おりますが、私も昨晩帰ってまいりました。例会では、バナー

交換、義援金の贈呈、そして 60 周年記念式典のお礼も含めた

ご挨拶をしてまいりました。子供たちも皆すばらしいスピーチ

をしておりました。原会員が Face Bookにアップしておられま

すのでご覧いただければと思います。今回も非常に熱い歓迎を

受け感動しております。皆、体重が 2～3kg 増えて帰ってくる

と思います。来年の 4月 18日が台北大同扶輪社の 35周年記念

式典だそうです。ぜひ、多くのメンバーでお祝いに駆けつけた

いと思いますので今から調整をお願い致します。 

またまた、来週はお盆でお休みとなります。次回 20 日の例

会は、今回の交換留学生たちの体験発表の場となります。子供 
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たちが、どの位成長したか今から楽しみです。全員で子供たち

の成長を感じたいと思いますので、是非、ご出席を宜しくお願

い申し上げて本日の会長報告とさせていただきます。 

 

出席報告（森本康文君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ４０名 68.97％    ８４.７５％ 

出席規定適用免除者 3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） 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.2018-19年度 RYLA セミナー受講者募集のご案内が届いてお

ります。参加希望の場合は事務局までお知らせください。 

2.日田 RC より「創立55周年記念式典・祝賀会のご案内」が届

いております。参加希望の方は申込書にご記入願います。 

3.例会に終了後「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。 

4.来週（8/13）例会は「定款に基づき休会」です。次回は8/20

（月）となります。ご注意ください。 

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 8 月 21 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 21 日（火）18：30～ 

[場  所] 未定 

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8 月 21 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 10 日（金）18：30～ 

[場  所] エミナース 

○平成 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 8 月 22 日（水）18：30～ 

[場  所] 青柳 

○菊南 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 8 月 22 日（水）12：30～ 

[変更後] 8 月 24 日（金） 

[場  所] 天使園 

○05福祉 RC～創立13周年記念例会のため時間変更 

[変更前] 8 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 28 日（火）18：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 29 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9 月 19 日（水）12：30～ 

 

 

 

臨時理事会報告（喜讀宣友君） 

1.新入会員について（柴本幸生様）⇒承認されました。 

2.平成30年7月豪雨義捐金について⇒＠2,000×62名を基金口

座より支出することが承認されました。 

3.米山奨学会寄付について⇒@5,000×62名をクラブより寄付

することが承認されました。（特別徴収なし） 

4.細則の変更について⇒ 下記が承認されました。 

①第2条 理事会  

本クラブの管理主体は本クラブの会員16名により成る理事

会とする。⇒17名に変更（SAA追加） 

②第3条 理事及び役員の選挙 第1節 

役員を選挙すべき会合の1ヶ月前の例会において、その議長

たる役員は会員に対して、会長（次々年度）、副会長、幹事、

会計、および16名の理事を指名することを求めなければなら

ない。⇒17名に変更 

③第5条 会合 第2節 

その出席は、本クラブまたは他のロータリークラブにおいて、

その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出

席していたことが実証されるか～ ⇒50に変更 

注）詳細は活動計画書 ロータリークラブ細則をご確認ください。 

5.2019-2020（次年度）地区役員について⇒再検討する。 

6.創立60周年記念事業会計報告について 

⇒剰余金は基金口座へ振替とすることが承認されました。 

 

新入会員自己紹介 1回目（新田義正君） 

 

 

 

 

 

氏名：新田義正（にった よしまさ） 君 

生年月日：昭和49年4月16日 

出身：福井県 

勤務先：株式会社トーヤハウス 

趣味：ゴルフ・読書・ボーリング 

推薦者：塚本 侃君・丸山浩之君 

 

委員会報告 

●米山奨学会委員会（馬場大介君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。昨日開催されました、米山奨学会セ

ミナーに参加いたしましたのでご報告です。今年度第2720

地区の奨学生は11名、熊本が5名です。元・現奨学生で組織

された米山学友会があるのをご存知でしょうか？現在、日本
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に33団体、海外9カ国ございます。我が第2720地区も、11/16

～17開催されます地区大会にて「地区学友会創立総会・記念

祝賀会」が予定されています。また、米山奨学会の主な財源

は寄付ですが、クラブ単位の普通寄付の他に特別寄付がござ

います。今期の目標として、この特別寄付の額を上げたいと

いうことでした。皆さまにはご理解ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

 

●クラブ広報委員会（園田修司君）  

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。本日配布されております、ガバナー

月信 Vol.02のご紹介です。今年度 RI テーマ「インスピレー

ションになろう」、地区スローガンは～ロータリーは心の太

陽～「ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう」です。我が

第2720地区 髙山泰四郎ガバナーは、1）クラブの活性化、2）

青少年奉仕活動の更なる充実、3）バリーラシン RI 会長重点

事項の推進、の3つを重点取組みとされています。本日は、1）

クラブの活性化についてをご紹介します。具体的には①クラ

ブ戦略計画立案への着手、②少人数クラブによるセミナー開

催、③RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）の実施、④

職業奉仕の研修と実践、⑤マイ・ロータリー登録率の向上、

⑥ロータリークラブセントラルへの入力促進、以上の6点と

なっています。 

 

●職業奉仕委員会（河津延雄君）  

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。職業奉仕委員会よりセミナー開催の

ご案内です。今回は比較的入会歴の新しい会員を対象とした

内容となっております。後ほど事務局よりご案内を送付いた

します。特に新入会員の方にはご参加をよろしくお願いいた

します。（詳細は下記のとおり） 

 【日 時】2018年9月29日（土）13：00～16：30 

 【場 所】熊本県民交流館パレア9F第1会議室 

 【出席者】比較的入会歴の新しい会員と希望者 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○喜讀宣友君・田川憲生君・倉崎保広君・桑原幸雄君 

坂本研一君・告坂和紀君 

 新入会員 新田様の入会を歓迎します。また、本日の卓話者 

藤見泰之会員の卓話楽しみにしています。 

○堀川貴史君・玉田光識君・丸山浩之君・永井富士雄君 

岡本直樹君・藤山直秀君・沼野修一君 

 本日我が熊本南 RC に入会された新田義正様を心から歓迎い

たします。どうぞこれからのロータリーライフをお楽しみく

ださい。また、本日の卓話 藤見さん、眼鏡の勉強をしっか

りさせていただきます。 

○新田義正君 

 このたびは歴史と伝統ある熊本南 RC に入会させていただき

ましてありがとうございます。 

○高宮 宏君・後藤 博君・漆島典和君・倉崎保広君 

今村浩昭君・玉田光識君・坂本研一君・園田修司君 

星野誠之君・平尾豊幸君・藤見泰之君・林田公治君 

平木俊孝君・斉藤 淳君・新田義正君 

 久峨税理士事務所の 50 周年おめでとうございます。先代の

正巳先生の真面目さを長男 正義君が引き継ぎ、この先も心

配なく夜遊びできることをお祝い申し上げます。素晴らしい

パーティでした。 

○田中裕司君 

 久峨税理士事務所 50 周年記念祝賀会に出席しました。真面

目なお父様、息子様と歩んでこられた 50 年、これからもま

すますのご発展をお祈りします。また、我が子より可愛がっ

ている済々黌の後輩、ソフトバンクの大竹投手が一軍に上が

り、西武戦で育成からの初先発初勝利という史上初の記録を

つくりました。これから福岡に行くことが増えそうです。 

○久峨章義君 Ⅹ 

 先週金曜日の弊社 50 周年には、多くのロータリアンの方々

にご参加いただき心より感謝申し上げます。おかげさまで会

も大変盛り上がり、盛会のうちに終わることができました。

ご参加いただいた皆さま方に改めて御礼申し上げます。 

○藤山直秀君・沼野修一君 

 7/30暑気払い＆新入会員歓迎会はありがとうございました。 

○寿崎 肇君 

 先日子クラブとなりました、宇城 RCの例会に出席しました。

熊本南 RC の子クラブであることを誇りに思っているのを感

じました。5 年後の 20 周年の時には現在 20 名の会員を 50

名にしたいと決意表明のように仰っていました。熊本南 RC

も親クラブとして 100名を目標としてはいかがでしょう？ 

  

●会員卓話（田中裕司君） 

 「安心の眼鏡は劣化を防ぐ」      藤見泰之君 

 

 

 

 

 

健康な眼をつくる眼鏡 

日本人の 3人に 1人が近視であるといわれており、遠くが見

づらいなどの自覚症状がある人は眼鏡（コンタクト）を使用
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されます。正確な統計などはありませんが、合っていない眼

鏡を使い続けると、疲れ目、頭痛、肩こり、めまい等の症状

も出てしまうと考えられています。これらの症状は、必ず何

かの要因があって引き起こされており、その要因が合ってい

ない眼鏡である…ということは意外に多く、珍しくありませ

ん。そもそも、人間の眼は遠くの物を見るようにできており、

近くの物を見るときは、ピント合わせのため、眼の中の「毛

様体筋」が緊張し、水晶体を厚くします。近くの物を長時間

見ていると「毛様体筋」は緊張し続けることになります。「毛

様体筋」は意識的に動かすことが出来ず、意志とは無関係に

体の機能を調節している自律神経が、その動きを司っている

とされています。「毛様体筋」は、体内の消化器や呼吸器、

血管の壁と同じ筋肉の「平滑筋」でして、痛みを体感しにく

いのが特徴です。ですから、長時間「毛様体筋」が緊張し続

ける過酷な状況下であっても「痛み」を感じません。さて、

この「毛様体筋」を緊張させない眼鏡が良い眼鏡といえます

が、これは器械による一瞬の視力検査の結果だけでは測るこ

とができません。そして、もうひとつ「毛様体筋」を緊張さ

せ続ける眼鏡があります。それは「過矯正」眼鏡です。例え

ば、遠くの物が見えなくなった自覚症状により人は「度数が

進んだ」と思います。しかしその自覚症状は「毛様体筋」の

緊張により生じた遠くが見えない状態かもしれないのです。

詳しく検査測定することなく、説明もなければ、眼鏡を購入

する際「度数が進んだ」という思い込みにより、お客様は今

までより強い度数の眼鏡を希望されます。眼鏡店の販売員も

遠くが見づらいイコール「度数が進んだ」という思い込みに

より、詳しく検査測定することもなく、お客様のご希望通り

の強い度数の「過矯正」眼鏡を作製、販売してしまいます。

この近視の矯正レンズ度数が強すぎる「過矯正」状態の眼内

の屈折状態は、遠視の眼内屈折状態と同様になります。した

がって「過矯正」と「遠視」は同じ症状を引き起こします。

さて、眼鏡（コンタクト）を使用する人のうち、約 8割が実

生活の中で過矯正の状態にあると言われています。本来、眼

の負担を軽減させる眼鏡が、逆に体の不調の要因となってい

るのは、とても残念なことです。良い眼鏡をつくる方法は、

眼鏡を使用する環境、実生活に合わせて、機械による一瞬の

視力検査データーだけを鵜呑みにしない、専門に学んだ熟練

の検査士による正しい検査測定で度数を決めることがとて

も大切です。それが余計な疲労を蓄積させない自分の眼に合

った健康な眼をつくる眼鏡の作製へとつながります。眼鏡を

掛ける方の眼の健康のために責任感をもって、最適かつ最良

なレンズ度数とレンズ設計を提案し、ゆっくり分かりやすく

説明してくれる眼鏡店をおすすめします。 

 

明晰な視界 

まとめに、眼は、良い意味で自身の尺度のみを信頼し伝える

自己中心的な感覚器官です。しかし、今まで知らなかった自

身の眼の性格を知り、明晰な視界と出逢うことで自己が明ら

かになっていくような学びの感覚器官でもあります。眼は脳

の形成と同時進行で、受精後（胎生）2週目からつくられる

優れた感覚器官なので、自分に合った眼鏡を使用していただ

くだけで、いつか明晰な視界で応えてくれると思います。す

べての方に伸び代はございます。本日の卓話が、枠から一歩

外へ踏み出せる、そんな思考をうながす出逢いとなっており

ましたら幸いに思います。 

 

◆7/30（月）暑気払い＆新入会員歓迎会＠OCEAN’S ZERO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆8/2（木）～8/7（火）短期青少年交換留学事業 in台北 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


