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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

10/5   国際奉仕・R財団合同セミナー 

＠熊本市情報流通会館 

10/12 RI第2720地区RA年次大会in日田 

10/14 第7回熊本県水球大会＠アクアドーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（現・新合

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 

 

令和１年（2019）年９月９日 
斉唱 国歌 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 

出田晴彦様 

（熊本第 4Gガバナー補佐/熊本西 RC） 

 

9/9（月）クラブ協議会例会＠ホテル日航熊本より 

会長報告（坂本研一君） 

皆さま、こんばんは。本日の例会は熊本南 RC 初の試みとしてク

ラブ協議会との合同開催です。本日のご来訪者は熊本第 4G ガバナ

ー補佐 出田晴彦様です。後ほど総評をいただきたいと思います。 

さて、本日クラブ協議会と合同開催した理由について、1.会員

歴の浅い皆さまにもクラブ協議会に参加、体験していただく、2.

業務都合で昼にはなかなか参加できない会員にも来ていただきた

い、3.会場費等の値上げに伴い合同開催することで経費を抑える、

といったことが主な目的です。本日はよろしくお願いいたします。 

また、皆さま「クラブの現況及び活動計画書」をお持ちいただ

いているかと思います。一点訂正箇所がございますのでご報告い

たします。19ページ、細則 第5条 会合 第2節「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～」が、「50パーセント」に変更されま

した。これは前年度、8/6開催の臨時理事会にて承認されておりま

すが、活動計画書では変更になっておりませんでした。お詫び申

し上げますとともに訂正をお願いいたします。 

以上、第9回目の会長報告とさせていただきます。 
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幹事報告（北口 誠君） 

1.第2720地区 瀧ガバナーより「佐賀地域豪雨災害に対

する RID2720の対応について」が届いております。 

2.地区事務所より、2018-19（前年度）地区資金決算報

告書が届いております。 

3.姫路南 RC より、8月週報が届いております。 

4.9/16（月）、9/23（月）例会は祝日のため休会です。

次回は9/30（月）「ガバナー公式訪問合同例会」（ネク

タイ着用）です。ご注意ください。 

  

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～G 公式訪問合同例会のため時間場所変更 

[変更前] 9 月 30 日（月）18：30～ 

[変更後] 9 月 30 日（月）12：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 「天草」 

○東 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 10 月 1 日（火）12：30～ 

[変更後] 10 月 5 日（土）18：30～ 

[場  所] 廣徳寺 

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 10 月 2 日（水）12：30～ 

[変更後] 10 月 12 日（土）9：15～ 

[場  所] 児童養護施設 愛児園 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[変更前] 10 月 31 日（木）12：30～ 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

  まず、今月のテーマは「基本的教育と識字率向上」

です。3ページに RI 会長メッセージが記載されていま

す。ロータリアンとロータリー家族の皆さんと題し、

下から11行目、私たちのロータリーはあまりにも長い

間、多くのイベントで子どもたちや、時には配偶者の

参加を拒んできました。なんと機会を無駄にしてきた

ことでしょう。ロータリーをさらに成長させ、次の世

代もロータリーの使命のために尽力できるようにす

るつもりなら、ロータリーという贈り物を若い人々に

託す機会は、全て生かさなくてはなりません。子ども

たちや孫たちがインターアクト、ローターアクト、ロ

ータリーの入会についてもっと知りたくなるような、

楽しいイベントを開催しましょうと書かれています。

私どものクラブもローターアクト会員が少ないよう

ですので、会員の皆さまの絶大な協力を！7～11ペー

ジは今月のテーマ、基本的教育と識字率向上月間につ

いての記事です。さまざまな理由から学校に行けない

子ども（6～14歳）が約1億2,000万人。教育の機会が

得られず、大人になっても文字の読み書きができない

人が7億5,000万人以上（15歳以上の6人に1人）いると

のこと。幸い日本には文盲は恐らくいないと思います

が、最近の高校卒業生の学力低下は甚だ深刻です。私

のところの専門学校生の大半はスポーツ中心の高校

生活を過ごしてきた生徒です。そのせいか、ひらがな

しか読み書きできない生徒が今年の1年生にも10名ほ

どいて、退学していきます。世界の文盲の問題ではな

く、現在の日本の教育のあり方を重点的に問題定義す

ることこそ第一ではないでしょうか？12ページ、66年

目のロータリーの友の記事より、この中で二つのこと

を皆さまにお伝えします。まず一つは、このロータリ

ーの友は一冊200円であって無料ではありません。二

つ目、この雑誌はロータリアンの購読義務の対象とな

る、公的な雑誌であるということをよく理解しておい

てください。14ページ、世界各国のロータリーの友の

表紙が出ています。次に19～21ページには来年の RI

国際大会の開催地であるハワイ州ホノルルの記事、皆

さまをお誘いする楽しい記事が書かれています。尚、

開催は2020年6月6日～10日です。40ページにはポリオ

と戦う40年間の記事。関連して次ページにお願いが出

ています。イベントで街頭募金を計画しようではあり

ませんか。47ページに侃侃諤諤しませんか！と原稿募

集が出ています。テーマは「例会の席は固定派？それ

ともシャッフル派？」で、600字以内で10月22日締切

です。ぜひ SAAの方々で取り組んでみたらいかがでし

ょうか？ 

続いて縦書きです。4～8ページ、ラグビーから学ん

だ和の心の記事にラグビー憲章5つの項目とロータリ

ーの精神に共通点があるのではと説かれています。ぜ

出席報告（井上雅文君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ３０名 48.39％   ７４.１９％ 

出席規定適用免除者 1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） 
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ひ読んでみてください。次に19ページ、薬との上手な

付き合い方の記事で、高齢者は複数の疾病を持つ人が

多く、75歳以上の約4人に1人が7つ以上の薬を飲んで

いると言われています。薬が6つ以上になると副作用

が増えることが分かっており、加齢によって薬の効き

方も変化するとのことです。また、昨今の災害時、自

分がどんな薬を飲んでいるかわからないケースが多

くあり、そんな時に薬手帳や処方箋を緊急時の持ち出

し袋に入れておく、あるいは携帯やスマホで写真を撮

っておくのもよいとのことです。この記事の下に熊本

りんどう RC 桂会員の「養生の力」松本孝一 著の紹介

が出ています。著者の松本孝一氏は豊橋 RCの会員で、

益城町での支援活動もされています。最後に20ページ、

俳壇に大分中央 RC 岩尾 好会員、21ページに柳壇に

熊本中央 RC 波佐間英樹会員の川柳が出ています。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○出田晴彦様（熊本西 RC） Ⅱ 

 本日はお世話になります。一日飛行機に乗っていまし

たので頭が働きません。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・園田修司君 

河津延雄君・坂本幸樹君 

 当クラブへの来訪者、出田ガバナー補佐を歓迎いたし

ます。今日は新たな取り組みである、クラブ協議会例

会です。いつもより多くの方がご参加されますので、

様々なご意見が出ることを期待してスマイルいたし

ます。 

 

●第 2 回クラブ協議会 

○親睦活動委員会（大津英敬君） 

 

 

 

 

 

1）観月会＆新入会員歓迎会について 

【事業概要】 

夜例会後、会場で美味しい食事とお酒を飲みながら懇

親会、新入会員歓迎会を開催。ゲーム性のある新入会

員自己紹介と、高橋酒造様より講師を招き、焼酎講座

と利き焼酎大会を開催。 

【日  時】2019年 10月 21 日（月） 

      18：30～19：00 例会 

      19：00～21：00 観月会＆新入会員歓迎会 

【会  場】ホテル日航熊本 7F ガーデンバンケット 

【会  費】7,000 円（内、3,000円例会費充当） 

【参 加 者】RC会員、RAC、寿崎奨学生 

【新入会員】大澤淳二君・木下貴夫君・寺本光秀君 

網川 久君・鬼木幹生君・三瀬広海君 

※新入会員で欠席の方は次回へ。 

2）年忘れ家族会について 

【事業概要】 

 「タテとヨコを繋げる」をテーマに掲げ、ロータリア

ンのご家族と会員が交流を持てる会にしたい。お子様

ご家族向けのイベント実演を行う和やかな雰囲気の

中、家族とロータリーの絆が深まるような温かい会に

したい。 

【日  時】2019年 12月 2 日（月） 

      17：30～18：00 例会・年次総会 

      18：00～20：00 年忘れ家族会 

【会  場】ホテル日航熊本 5F 天草 

【会  費】10,000円 / 会員 

（内、3,000 円例会費充当） 

【参 加 者】RC会員、ご家族、RAC、寿崎奨学生 

※子どもだけでなく、夫人方にも楽しんでいただきたい。

プレゼント等検討。 

3）新年会について 

【事業概要】 

 新年を祝う懇親の場とし、例年同様にスマイル委員会

との共催オークションを実施予定。 

【日  時】2020年 1月 14 日（月） 

      18：30～20：30  

【会  場】松葉 

【会  費】10,000円  

【参 加 者】RC会員 

 

○青少年奉仕委員会（西川尚希君） 

  

 

 

 

 

1）熊本南 RC杯「第 7 回熊本県水球競技大会」について 

【事業概要】 

 7 年目となる水球競技大会。熊本県内 6 チームによる

対抗戦を開催します。チームに在籍し、出場機会の少

ない生徒に試合経験を与えることにより青少年育成

とする。 

【事業目的】 

多くのスポーツ競技のなかで、世間であまり知られて
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いない水球に目を向け、他の大会と違い、試合の出場

機会が少ない選手が参加できるように配慮し、『選手

ファースト』の考えに基づく青少年奉仕活動を今年も

開催します。また、熊本県の高校生水球競技環境は、

チーム数が進学校を中心とした 5チームと少なく、競

技開催が可能な施設数からも、大会開催に、非常に苦

労されていることがうかがえます。10年間を一区切り

とした検証期間を通して、文武両道を追求している生

徒に、水球大会を通し豊かな心を育めるようになるこ

とを目的とし、青少年奉仕活動を実施したいと思いま

す。 

【日  時】2019年 10月 14 日（月・祝） 

      8：00～17：00 

【会  場】アクアドームくまもと 25Mプール 

【予  算】事業予算総額 610,000 円 

（内、地区補助金 200,000 円を充当） 

※当日の応援が支援に繋がるため、多くの会員の参加を

お願いいたします。 

 

○姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  

 

 

 

 

1）2019-20年度（8/1～8/6）短期青少年交換留学事業収

支報告について 

※残金 517,293 円の処理ついて、10/7（月）開催予定の

「定例理事会」議題です。 

 

＜総評＞ 

○S.A.A（渕田俊郎君） 

 最近は夫人の会ご招待日の参加が少なく、大変寂しく

感じます。12 月 2日（月）の年忘れ家族会にはぜひ多

くのご夫人方にご参加いただきたいと思います。会員

の皆さまにはよろしくお願いいたします。 

 

○熊本第 4G ガバナー補佐（出田晴彦様） 

 まず、議案（委員会）を絞った大変よい協議会でした。

9/30（月）のガバナー公式訪問合同例会では、会長・

幹事との面談会が予定されています。質問・不満等が

あればどんどん出してください。本日気になった点は、

例会とクラブ協議会は別ですから、例会終了後に点鐘

してください。次回からよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

10/7  会員卓話 後藤 博君 

10/14 祝日のため休会 

10/21 観月会例会＆新入会員歓迎会 

10/28 会員卓話 寺本光秀君 

 

 

◆9/5（木）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 5 日木曜日、熊本南 RAC 9 月第一例会が開催され

ました。メインプログラムは田中よしの会員（久峨税

理士事務所）が担当されました。10 月からの消費税引

き上げにともなう『軽減税率制度について』を Q&A 方

式で説明していただきました。 

 

 

 


