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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。早いもので平成 27年熊本地震

から 3年が経ちます。今日 15 日は前震の次の日でこの

後さらに大きい本震が来ることなど思いもせず、ぐち

ゃぐちゃになった家の中を片付けていたことを思い出

します。もしタイムマシンで戻れるなら、どうせ無駄

になるからしなくていいよと言うと思います。熊本地

震でお亡くなりになられた方に哀悼の意を表するとと

もに、まだ仮設にいる方もたくさんおられますので早

く復旧復興が進むことを祈ります。3 年経つと記憶もあ

いまいになってきますが、この経験を風化させずにし

っかりと次の世代に伝えていかなければならないと思

っています。 

それでは本日の卓話者のご紹介をさせていただきま

す。今月はロータリーの「母子の健康」月間というこ

とで、渕田会員からのご推薦で、全国に先駆けて「こ
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第３１回例会記録（通算第 2802 回）  

平成 31（2019）年４月１５日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

田尻由貴子様（由来助産院） 
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4/12（金）喜讀会長年度ゴルフコンペ＠チサン CC 御船より  

うのとりのゆりかご」を創設された元慈恵病院看護部長

で、生涯学習施設 スタディライフ熊本の特別顧問、由

来助産院 相談役、（一社）人物教育研究所 理事の田尻

由貴子（たじり ゆきこ）様にお願いしております。「こ

うのとりのゆりかご」の運営に当たっては中心的役割を

果たされたそうで、本日は「命のバトン こどもは未来

の宝物」という演題でお話を頂きます。卓話宜しくお願

い致します。 

前回理事会のご報告をさせて頂きます。金井会員の後

任、西部ガス㈱熊本地区支配人 木下貴夫（きのした た

かお）様が新入会員として承認されました。5月 13 日か

ら来られますので皆様宜しくお願いします。そして台北

大同扶輪社への記念品は予算 5万円で携行しやすいもの

ということで文字入れした万年筆とボールペンのセッ

トに決まりました。 
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  先週の 10 日水曜は職業奉仕委員会主催の職場訪問と

いうことで、河津委員長が社長を務められている TKUに

お邪魔させていただきました。「かたらんね」の中では

代継宮の「曲水の宴」の宣伝もさせて頂くなど、まさに

おんぶにだっこの企画でした。番組の裏側を見ることは

興味深いことでしたし、秒単位で時間管理をしているこ

とに驚かされました。さすがに秒単位は無理でしょうが

時間管理の大切さを教えられました。他にもいろんな部

分で自分の仕事にフィードバックできることが見つか

ったのではないかと思います。行かれた皆さんお疲れさ

までした。そして河津社長はじめお世話頂いた TKUの社

員の皆様に感謝申し上げます。 

いよいよ明日から台湾に行ってきます。5 年前はステ

ージで踊ったりと来訪者の中で一番目立っていたかと

記憶しておりますが、今回もしっかり目立ってきたいと

思っております。留守中は桑原副幹事にお願いしており

ますので安心しております。来週の例会で楽しい報告が

できますことを祈って本日の会長報告とさせていただ

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 

６１名 ４１名 69.49％    ８１.０３％ 

出席規定適用免除者 2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.熊本北RCより「創立 40周年記念例会ご出席のお礼」が届

いております。 

2.姫路南 RC より 3 月週報が届いております。 

3.台北大同扶輪社 創立 35 周年記念式典参加に伴い、

4/18（木）～4/19（金）の間、事務局は不在します。不在中

は副幹事 桑原幸雄会員が対応されます。ご迷惑をおか

けしますがよろしくお願いいたします。（連絡先は後ほど通

知）  

4.例会終了後「寿崎奨学会 定例理事会」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。 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 24 日（水）18：30～ 

○平成 RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 4 月 24 日（水）12：30～ 

[変更後] 4 月 24 日（水）18：30～ 

 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4 月 25 日（木）12：30～ 

○北 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4 月 25 日（木）12：30～ 

[変更後] 4 月 25 日（水）18：30～ 

[場  所] 割烹 火の国 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月30日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月30日（火）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月1日（水）12：30～ 

○平成 RC～昼例会に時間変更 

[変更前] 5 月 22 日（水）18：30～ 

[変更後] 5 月 22 日（水）12：30～ 

 

新入会員自己紹介 第 2回目（寺本光秀君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。2回目の自己紹介です。私は熊

本市生まれで、実は喜讀会長、堀川会員とは同じ予備校

でした。大学は駒澤大学で、卒業後タクシー会社で1年

ほど仕事をして熊本に戻ってまいりました。家族は妻、

娘と息子がいます。二人とも熊本南 RC にも OBの方が多

くいらっしゃいますが、中学から九州学院へ通っていま

した。現在娘は東京の旅行代理店で働いており、息子は

オーストラリアにいます。 

 

委員会報告 

●RAC 委員会（井上雅文君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。RAC 委員会より地区 RA家族清

掃活動のお知らせです。すでに会員の皆さまにはご案

内が届いているかと思います。ぜひ多数のご参加をお

待ちしております。 

（詳細は下記のとおり） 

【日  時】2019年5月5日（日） /  小雨決行 

9：00集合、11：00解散予定 

【場  所】白川公園 
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●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○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 

 本日の卓話者 田尻由貴子様に心から感謝します。 

○渕田俊郎君 

 本日の卓話者 田尻由貴子様に心から感謝します。卓

話楽しみです。 

○河津延雄君 

 4 月 10 日の職場訪問お疲れさまでした。また、「かた

らんね」出演ありがとうございました。 

○大津英敬君 Ⅱ 

 先日の喜讀年度ゴルフコンペは天候にも恵まれ、無事

開催することができました。坂本研一会員の「素振り

は家でしろ」の号令とともに、皆さま終始和気あいあ

いと速やかに楽しんでいただきました。ご参加いただ

いた皆さま、ご協賛いただいた皆さま、誠にありがと

うございました。結果は坂本研一会員の一人勝ちでし

たね。 

○坂本研一君 

 熊本地震から 3年が過ぎました。早いようなまだ 3年

かというような複雑な気持ちです。熊本の復興を心よ

り祈念し、まだまだ頑張る所存です。さて、4/12 熊本

南 RC ゴルフコンペで優勝させていただきました。マ

スターズからの招待をお断りした甲斐がありました。

親睦活動委員会の皆さま、楽しいゴルフをありがとう

ございました。同伴競技者の北口 誠さん、古財良一

さん、馬場大介さん、ありがとうございました。 

○高宮 宏君 

 4/10 の職場訪問は河津会員に大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。また、4/12 ゴルフコン

ペは晴天の下、とても楽しいゴルフができました。会

員の皆さまに感謝、河津会員提供のゴルフボールもい

ただきました！ 

○園田修司君 

 先日は晴天の中ゴルフコンペが行われ、同伴者にも恵

まれましたがスコアはいつも通りでした。大津さんを

はじめとする親睦活動委員の皆さま、楽しい時間をあ

りがとうございました。話は変わりますが、先日長男

の小学校入学式でした。クラスも決まり教室へ行くと

見慣れた名字が・・・なんと久峨さんのお孫さんと同

じクラスでした。久峨さんが同じ学校だよと言ってく

れなかったのは残念ですが、子供たちは仲良くしてほ

しいと思います。 

○久峨章義君・後藤 博君・堀川貴史君 

 マスターズ優勝！タイガーウッズおめでとう！！ 

 

 

 

○井上雄一朗君  

 タイガーウッズの優勝おめでとう！！今まで僕の姿

を見て笑っていた方、どうだ！思い知ったか！！復活

を目指すおじさんパワーを舐めるなよ！明日から台

湾へ行ってきます。 

○木村弘訓君  

 所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●外部卓話（西川尚希君） 

「命のバトン こどもは未来の宝物」 

 田尻由貴子様（由来助産院） 

  

 

 

 

 

 1950年熊本県生まれ  

国立指宿高等看護学校で看護師免許、熊本県立公衆衛

生看護学院で助産師、保健師免許取得。 

佛教大学社会福祉学科卒業、熊本県立大学大学院アド

ミニストレーション科修了。 

熊本県菊水町保健師、町立病院総婦長を経て、慈恵病

院看護部長、2007 年に設置された、「こうのとりのゆ

りかご」の運営の中心的役割を果たす。 

2015年 慈恵病院定年退職 

スタディライフ熊本(生涯学習支援事務所)特別顧問、

由来助産院 相談役 

2018年 人物教育研究所理事 

2009年 第一回ひまわり褒賞受賞 

2012年 厚生労働大臣表彰 

2013年 こうのとりのゆりかご ～「赤ちゃんポスト」

の 6年間と救われた 92の命の未来～TBSドラマの薬師

丸ひろ子演じる主人公のモデルとなる。 

2016年 ミネルヴァ書房 はい。赤ちゃん相談室田尻

です。初の単行本発行。 

2017年 ミネルヴァ書房 「赤ちゃんポスト」は、そ

れでも必要です。第 2 弾著書発行。 

45 年の看護職としての経験を活かし、特に後年「こう

のとりのゆりかご」での相談業務に関り、命の尊厳、

家族の絆の希薄さを目の当たりにし、この問題を社会

に問いかけた。 

2015年 4 月から「スタディライフ熊本（生涯学習支援

事務所）特別顧問」に就任し、引き続き、望まない妊

娠や子育てで悩む女性やその家族に寄り添う 24 時間

フリーダイヤル相談窓口を開設。相談活動と共に全国

の小中高校での性教育や、大学、学会、各団体などで

命、子育て、人権などの講演活動、また、増えつつあ
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る全国各地の相談機関等からも要望を受け講師を務

める。 

2015 年 11 月、妊娠相談の現場で役立つ日本財団発行

「妊娠 SOS相談対応ガイドブック」に執筆すると共に、

「全国妊娠 SOS ネットワーク連絡会議」の発起人とな

る。 

同じく 11 月スタディライフ熊本にて、未来の大人を

育てる女性のための日本初「胎教・子育てスクール」

を開校し校長に就任。「命」「家族のきずな」「子育て」

をキーワードとした講演活動を通じて、社会の構成を

成す最小単位の家族が安心して幸福に過ごせる社会

になるよう、微力ながら貢献できたらと努めている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆4/12（金）喜讀会長年度ゴルフコンペ 

＠チサン CC 御船 

  

 

 

 

 

 

  

坂本研一会員、優勝おめでとうございます！ 

 

◆4/16（火）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 16日火曜、熊本南 RACの 4月第 2回例会が開催さ

れました。メインプログラムでは『万人に愛される唐

揚げについて学ぼう』と題し、唐揚げの歴史やマナー

を学びおもてなしの心を養おうというものでした。担

当は出雲貴士副会長（西部ガス)。実際に大手 4 社の

冷凍唐揚げを試食し、自らの好みを発表し合いました。 


