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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。まずご来訪者のご紹介からさ

せて頂きます。熊本平成 RC 武田匡弘（たけだ まさひ

ろ）会長と、丸橋賢一（まるはし けんいち）幹事。

本日は、6 月 8 日（土）に行なわれます創立 30 周年記

念式典のご案内にお見えです。後ほどご挨拶を頂きま

すので宜しくお願い致します。そして本日の卓話は、

新入会員卓話ということで RKK の沼野会員となってお

りますので宜しくお願い致します。 

先週の月曜日、熊本グリーン RC の 30 周年に行って

まいりました。熊本平成 RC さんと同じく 30年ですね。

ロータリー歴の長い方は憶えておられるかと思います

が、かつて熊本グリーン RC さんは全国のロータリアン

に向けて「ロータリー情報集」というものを発行され

ていました。日本人にも分かりやすいように 50音順に

なっていて、手続要覧よりも調べやすくて、疑問に思

うことはこれで調べていたことを思い出します。最近

3/9  熊本 RC 創立 80 周年記念式典・

祝賀会＠ホテルキャッスル 

3/25 花見の会＠KKR ホテル 

3/31 2019-20 地区研修・協議会 

    ＠ホルトホール大分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２５回例会記録（通算第 2796 回）  

平成 31（2019）年２月２５日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

武田匡弘様（熊本平成 RC 会長） 

丸橋賢一様（熊本平成 RC 幹事） 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 

沼野修一君の新入会員卓話「放送局を取り巻く環境の変化とこれからの課題」より  

は発行されていないとのことで、変更点も多くなってき

ていますが、基本を学ぶには良い冊子だと思います。30

年の歩みを映した映像でも、独自の事業を数多くされて

いて、いい勉強になりました。歴史やクラブの規模は違

っても、それぞれの特徴を活かしたすばらしい活動をさ

れています。よそのクラブを見ることで、当クラブの良

いところ、悪いところも見えてくるものと思います。是

非 6月 8日は勉強をさせてもらいに伺いますので宜しく

お願い致します。 

話は変わりますが、先日、同業の社長の娘さんの結婚

披露宴に出席しましたら、引き出物に「妻のトリセツ」

という単行本が入っておりました。我々のテーブルは結

婚歴の長い方ばかりでしたので、「何をいまさら」とか

「もっと早く欲しかった」、「最初が肝心」という声が多

かったのですが、これから結婚される独身の方には役に

立つ品だと思いました。脳科学の観点から書いてあり、 
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実際読んでみて、なるほどと思うことが多くありました。

女性脳はプロセス志向で、男性脳はゴール志向なので、

結論の無い話も聞いてあげるのが大事だということで

す。我々がよく使う「だけん何？」「で？」は一番ダメ

みたいです。これから結婚される告坂会員にそのまま差

し上げようかと思いましたが、中古品では申し訳ないの

で新品を買ってご祝儀代わりにプレゼントしたいと思

いますのでぜひ参考にされて下さい。 

ちなみにですけど、うちの会社も平成元年創業ですの

で今年 30 周年になりますが、これは要らない情報でし

た。 

以上会長報告とさせて頂きます。本日も宜しくお願い

致します。 

 

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 

６５名 ４０名 64.52％    ７９.０３％ 

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） 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本 RC～創立80周年記念式典に振替のため日程変更 

[変更前] 3 月 8 日（金）12：30～ 

[変更後] 3 月 9 日（土）15：00～ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3 月 11 日（月）18：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本「アソシェッド」 

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 12 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 12 日（火）7：00～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 19 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 19 日（火）12：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 20 日（水）12：30～ 

[変更後] 3 月 20 日（水）18：30～ 

[場  所] 瑞恵 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 20 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 20 日（水）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 22 日（金）12：30～ 

 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3 月 25 日（月）18：30～ 

[場  所] 未定 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 26 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 26 日（火）18：30～ 

[場  所] 城彩苑「ぎんなん」 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 27 日（水）18：30～ 

[変更後] 3 月 27 日（水）12：00～ 

[場  所] 日本料理 泉里 

○菊南 RC～地区研修・協議会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 3 月 27 日（水）12：30～ 

[変更後] 3 月 31 日（日） 

[場  所] ホルトホール大分 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.熊本グリーン RC より「創立 30 周年記念式典ご出席のお

礼」が届いております。 

2.中津中央 RC より「30周年記念式典のご案内」が届いてお

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたし

ます。 

3.水前寺公園 RC より「3/13（水）昼例会参加のご案内」が届

いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願い

いたします。（再） 

4.熊本平成 RC より「30周年記念式典のご案内」が届いてお

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたし

ます。（再） 

5.杵築 RC より「創立50周年記念式典のご案内」が届いてお

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたし

ます。（再） 

 

委員会報告 

ございません 

 

熊本平成 RC 挨拶（武田匡弘様・丸橋賢一様） 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。先ほど喜讀会長、倉崎幹事から

もご案内いただきましたが、熊本平成 RC は6月8日に創

立30周年を迎えます。本日は創立30周年記念式典のご案

内にまいりました。ぜひ多数のご参加をお待ちしており

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○武田匡弘様・丸橋賢一様（熊本平成 RC）  

 本日は熊本平成 RC創立30周年の告知でまいりました。

多数のご参加をお待ちしています。 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君 

 西川尚希君 

 当クラブへのご来訪者、熊本平成 RC の武田会長と丸

橋幹事を歓迎いたします。また、本日の卓話者 沼野

修一会員に心から感謝します。 

○漆島典和君   

 当クラブへの来訪者 熊本平成 RCの武田様、丸橋様を

歓迎いたします。 

○野口泰則君 

 本日の卓話者 RKK 常務の沼野修一君にスマイルいた

します。もう 30 年以上のお付き合いですが、今日は

心配で夜も眠れませんでした。2 日前台北から帰国し

ました。15年前に植樹した中正記念堂の桜も満開でし

た。 

○高宮 宏君 

 先週の例会でスマイルいただきました、RKK ラジオの

出演を聞いておられる方がいらっしゃるのにビック

リしました。スマイルありがとうございました。しか

し、自分の声をラジオを通じて聴くと本当に悪声でガ

ッカリしましたよ！ 

○馬場大介君 

 熊本南ローターアクトクラブでお世話になっていま

す、弊社の古賀（旧姓 中川）君ですが、先週月曜日、

無事出産しました。3400ｇの女の子で、母子ともに健

康ということでした。ひと安心です。 

 

●会員卓話（西川尚希君） 

「放送局（RKK）を取り巻く環境の変化とこれからの

課題」 

沼野修一君 
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◆2/21（木）熊本南ローターアクトクラブ例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 21 日木曜日、熊本南 RAC2 月第 2 例会が開催され

ました。メインプログラムは木下晃会員（西部ガス）

の担当でした。タイトル『新聞紙タワー』というゲー

ムで、6 枚の新聞紙とハサミのみを使用し、いかに高

いタワーを完成できるか？をチームを作り競うゲー

ムです。作戦を考え、実行します。ねらいは、各個人

の自発的な行動と互いに協力関係を発揮するチーム

ビルディングの構築との事でした。参加者のいろんな

意見が飛び交い、協力がなされ、結果 1 メートル 90

センチのタワーが完成されました。 

 

◆RI ニュース（国際ロータリーHPより） 

ジェンダーの壁や予防接種への抵抗などの課題と向

き合い、サーベイランス（ウイルスの監視活動）に徹

する一人の女性をご紹介します 

 

 

 

 

 

 

パキスタン、パンジャブ州の世界保健機関（WHO）サ

ーベイランスオフィスに勤務するウジャラ・ネイヤー

さんは、ポリオのない世界というビジョンを抱いてい

ます。眠っているときにそのビジョンの実現を夢見る

こともあるそうです。彼女はふだん、保健員チームを

率いてパンジャブ州を四方八方に動き回っています。

ポリオウイルスによる発症の可能性が報告された現

場に赴き、下水調査などを行って徹底的に調べるため

です。パキスタンでは野生型ポリオウイルスによる発

症が続いており、現在、そのような国はパキスタンを

含め世界に 2カ国あります。パキスタン、パンジャブ

州の世界保健機関（WHO）サーベイランスオフィスに

勤務するウジャラ・ネイヤーさんが現地での活動につ

いて説明します。課題はウイルスの監視活動だけでは

ありません。ジェンダーに基づく壁に直面することも

あり、この壁が発症数の確認作業と環境サンプル採取

の妨げになることがあります。ネイヤーさん自身、家

屋やセキュリティ・チェックポイントで男性からの抵

抗にあうことがありますが、そのようなときは感受性

をもってしっかりと主張して抵抗を乗り越えていま

す。「私はあまり上品ではないんです」と、ネイヤー

さんは小さく笑います。「私たちに足止めされてるよ

うな時間はありません。ポリオの撲滅は緊急を要する

ことですから」ポリオとの闘いでは女性が重要な役割

を担っていると彼女は言います。パキスタンでは、最

前線で活動する保健員の 56％が女性で、女性による子

どもへの予防接種を好む母親は 70％以上にもなりま

す。しかしそれでも、保健員の顔を見てドアをバタン

と閉めてしまう家族もいます。ポリオウイルスが検出

された場合、その地域社会のすべての子どもに予防接

種できるよう、保健員チームは複数回、一つひとつの

家屋を訪れる必要があります。すると、何度もワクチ

ンを与えられることに懐疑心と怒りを感じる親も出

てきます。ネイヤーさんやチームメンバーは、日常的

にこのような親と向き合っているのです。ネイヤーさ

んは話します。「こんなとき親御さんに否定的な態度

をとることはできません。耳を傾けることが大切なん

です。女性の保健員はそれが本当に上手なんですよ」

ポリオ撲滅が間近に迫った今、ネイヤーさんが「ポリ

オ撲滅の支柱」と呼ぶサーベイランス（監視活動）は、

今までにないほど重要となっています。 

 

 

【例会予定】 

3/11 会員卓話 中嶋亜志火君 

3/18 外部卓話 高山栄一郎様（地区副幹事） 

3/25 定款に基づき休会 

 

 

 


