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1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 外部卓話 松本国隆様（西日本リサーチ） 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

11/23   地区会員増強部門・新進気鋭会員セミナー 

    ＠熊本市流通情報会館 

11/26   熊本第4グループIM＠ニュースカイ 

12/2    年次総会・年忘れ家族会＠ホテル日航熊本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１０月２８日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

守谷光弘様（熊本東 RC） 

10/20（日）故 野田 PG を偲ぶ・エンドポリオゴルフコンペ＠KAO ゴルフ倶楽部  

会長報告（坂本研一君） 

皆さま、こんにちは。本日も例会参加ありがとうございます。

まず、本日の来訪者のご紹介です。熊本東 RC 守谷光弘様、卓話者

は新入会員卓話で寺本光秀会員です。よろしくお願いいたします。 

さて、先日姪がハワイで結婚式を挙げましてお土産にハワイ出

雲大社の御守りをもらいました。まずハワイに出雲大社があるこ

とを知りませんで、バッタ神社かと思いきや 1885年に移民により

分かれた由緒正しい神社とのことでした。この神社は 2 礼 4 拍手 1

礼だそうで、日本にある出雲大社と同じだそうです。5/14 の勅祭

では 8 拍手するそうで神様に対し限りない拍手を持ってお讃えす

る作法だそうです。その日以外は半分の 4 拍手で神様をお讃えす

る作法でお讃えする心に差はないとのことです。また御守りは日

本でいただく御守りの 2倍の力をもっているそうです。（笑）なぜ

か？出雲大社本店で御霊を入れハワイに送り、改めてハワイで御

霊を入れるからだそうです。私が何を言いたいか？皆様おわかり

だと思いますが、我が代継宮もハワイ支店をご開社いただき我々

を海の向こうからも御守りいただきたいなと思うところでござい

ます。 

以上、第 13 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） 

1.八代北 RC より「創立50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

入をお願いいたします。 

2.ヒロ・デザイン専門学校より「第16回 高校生ファッ

ション画コンテスト in 九州・沖縄」実施及びご後援

御礼が届いております。 

3.地区事務所より「第7回日台ロータリー親善会議 福岡

大会」のご案内が届いております。参加希望の方は申

込書にご記入をお願いいたします。（再） 

4.肥後大津 RCより「第1回チャリティーゴルフ大会のご

案内」が届いております。参加希望の方は申込書にご

記入をお願いいたします。（再） 

5.11/4（月）例会は「祝日のため休会」、11/11（月）は

「定款に基づき休会」です。次回は11/18（月）12：

30～です。ご注意ください。 

6.例会終了後、歴代会長会を開催いたします。歴代会長

及び関係各位は熊日倶楽部へご移動をお願いいたし

ます。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 19 日（火）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 21 日（火）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 22 日（金）12：30～ 

○西 RC～熊本第4グループ IM 振替のため時間変更 

[変更前] 11 月 26 日（火）12：30～ 

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～ 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 11 月 27 日（水）18：30～ 

[変更後] 11 月 27 日（水）18：00～ 

[場  所] 未定 

○西南 RC～熊本第 4 グループ IM 振替のため日程変更 

[変更前] 11 月 28 日（木）12：30～ 

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～ 

○中央 RC～熊本第4グループ IM 振替のため日程変更 

[変更前] 11 月 29 日（金）12：30～ 

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～ 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●SAA委員会（永井富士雄君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。SAA よりお知らせです。本日

例会をもちましてクールビズ期間を終了といたしま

す。次回 11/18（月）例会よりネクタイ着用にてご参

加くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

 

 

 

 

 

今月のロータリー月間テーマは「地域社会の経済発

展月間」と「米山月間」です。まず、横書き3ページ

のRI会長メッセージは、10月24日の世界ポリオデーに

合わせ各クラブでイベント実施を要望されています。

幸いにして我が熊本南RCは今月20日にゴルフコンペ

を開催し、ポリオへの支援金を集められました。参加

された会員の方々ご苦労さまでした。7～18ページま

ではマローニーRI会長来日の記事です。8月2日から10

日間、青森県八戸、福島県浪江と相馬地方、東京、神

奈川県鎌倉、名古屋を訪問されました。それぞれのク

ラブの訪問時の様子が記載されていますのでご一読

ください。女性会員の投稿が多いですね。続きまして

24～27ページはロータリー学友会の記事で、10月7日

を含む1週間がロータリー学友会参加推進週間で、ロ

ータリープログラムの学友会との繋がりを再び築く

ことを目的に、ロータリーに学友の参加を呼び掛ける

週間です。ロータリー学友とは、インターアクト、ロ

ーターアクト、青少年交換、ロータリー財団奨学金な

出席報告（田中靖昭君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ４１名 66.13％   ７５.８１％ 

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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ど、ロータリーのプログラム経験者で、これら学友を

つなげ、そしてロータリーとつながる組織としてロー

タリー学友会が全国で発足しています。30～33ページ

は「ロータリー日本100年史」の刊行に向けて、現在

の状況説明が書かれています。発行は2020年～2021年

中の予定です。34～37ページ「侃侃諤諤」のコーナー

で、例会の服装について数々のクラブからの意見が書

かれています。参考になるかもしれませんが、熊本南

RCは現在のままでよいのではないでしょうか。 

次に縦書きのページです。9ページからの「この人 

訪ねて」横浜RC 工藤誠一会員の記事で、私立聖光学

園の理事長をされており、東大合格者は灘高を抜き全

国4位に押し上げられたと同時に、勉強だけでなくボ

ランティア活動も盛んで、校訓は”Be Gentlemen（紳

士たれ）”であり、「弱きを助け強きをくじく、常に

他人を思いやり、やさしくあれ」と述べられています。

本当に良い校訓であり、私たちの人生にも役立つ言葉

だと思います。次に20ページ下段に熊本江南RC 青木

祐心会員の私の一冊の記事、23ページ歌檀と柳壇に熊

本中央RC 波佐間英樹会員の句が出ています。26ペー

ジに大分中央RC バイク同好会の記事、29ページに杵

築RC タイと大分の高校生の交流が出ています。 

 

●戦略計画・会員維持増強委員会（後藤 博君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。戦略計画・会員維持増強委員

会よりご案内です。11/21（木）合同 IMを開催いたし

ます。関係各位には後ほど改めてご案内いたしますの

で、ご参加のほどよろしくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○守谷光弘様（熊本東 RC） 

 本日の卓話者 寺本光秀様に心から感謝します。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・園田修司君 

 坂本幸樹君・河津延雄君 

 当クラブへの来訪者 熊本東 RC 守谷光弘様のご来訪

を歓迎いたします。先日の観月会は熊本南 RC らしく

品良く楽しく開催できました。親睦活動委員の方々は

じめ、会員の皆さまのご協力に感謝します。本日は寺

本光秀会員の卓話期待しています。心配しすぎて一睡

もできませんでした。 

○久峨章義君・後藤 博君・喜讀宣友君・倉崎保広君 

 原 裕一君 

 当クラブへの来訪者 熊本東 RCの守谷光弘様を歓迎い

たします。また、本日の卓話者 寺本光秀会員に心か

ら感謝します。卓話を楽しみにしております。 

○井上雅文君・桑原幸雄君 

 守谷光弘様のご来訪を歓迎いたします。また、本日の

卓話者 寺本光秀会員の卓話を楽しみにしています。 

○西川尚希君 

 10/14 開催の第 7 回熊本県水球競技大会では、たくさ

んのご協力をいただき、ありがとうございました。お

かげさまで無事大会を終えることができました。一生

懸命にプレーする選手を見て改めて有意義な大会に

なっていると実感することができました。次年度は井

上雅文副委員長が中心となって運営することになり

ますが、10 回大会まであと 2 回です。今後も熊本南

RC メンバーで頑張っていきましよう。 

○漆島典和君・北口 誠君・園田修司君・喜讀宣友君 

 永井富士雄君・馬場大介君・原 裕一君・坂本幸樹君 

 大津英敬君・西川尚希君・森本康文君・田中靖昭君 

 告坂和紀君・三瀬広海君 

 みんな大好き坂本研一さん、2019年ラベルコンテスト

日本一受賞本当におめでとうございます。さすが熊本

南 RC の会長ですね。私たちの誇りです。 

○永井富士雄君 

 早いもので昨日 69 歳の誕生日を迎えました。皆さん

や家族から温かい励ましの言葉や心遣いをいただき

感謝しています。60 代最後の年になりますので、これ

からは生活習慣病を意識し、健康維持に努めてまいり

ます。 

○寿崎 肇君 

 長い間欠席いたしまして申し訳ありませんでした。夜

が苦手ですのでお許しください。主治医からは良くな

りましたと言われホッとしております。色々おしゃべ

りできる機会に恵まれているからか、頭と足を使うか

らかなと喜んでおります。感謝してスマイルさせてい

ただきます。 
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●会員卓話（園田修司君） 

 「タクシー業界の現状と上手な使い方」   

寺本光秀君 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

11/25 新入会員卓話 鬼木幹生君 

12/2 年次総会＆年忘れ家族会 

 12/9 外部卓話 松岡範俊様（熊本中央警察署長） 

 12/16 調整中 

 12/23 外部卓話 平岡和徳様（宇城市教育長） 

 12/30 定款に基づき休会 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHPより） 

 「世界ポリオデー：また一歩、大きな前進を遂げる」 

  

  

 

 

 

 

 

 

世界ポリオデーの 10月 24日、ロータリーとパートナ

ー団体による世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）は、「ポ

リオのない世界」という究極の目標に向けて、また一

歩、大きな前進を遂げました。この日、3 型の野生型

ポリオウイルス株の根絶が発表されました。 

この歴史的な発表は、世界ポリオデーにロータリーが

世界各地で配信した特別プログラムの中で、世界保健

機関（WHO）のテドロス・アダノム事務局長が行いま

した。同氏は、3 型ウイルス株による発症が 2012 年

11 月にナイジェリアで検知されて以来報告されてお

らず、専門家から成る独立委員会が、この種類のウイ

ルス株が世界的に根絶されたことを結論づけたと述

べました。2型ウイルス株は、2015年に既に根絶が宣

言されています。 

「これにより、残るは 1型の野生型ポリオウイルスだ

け」とテドロス・アダノム氏は述べ、ポリオフリーの

世界の実現に向けたこれまでのロータリーの尽力に

言及しました。  

また、自己満足が最大の敵だと指摘し、「最後の一押

しのために 2倍の努力で臨んでいただきたい」と激励

のメッセージを寄せました。 

「今活動を止めれば、ウイルスが再び流行し、年間 20

万人以上が新たに発症するという以前の状態に戻る

ことになります。（中略）私たちは最後までやり遂げ

なければなりません。力を合わせれば、未来の子ども

たちが“ポリオ”という言葉を目にするのが、歴史の

本の中だけになる日が必ずやってきます」 

ロータリーによる今年の世界ポリオデープログラム

は、世界各地に合わせた時間帯と言語で、フェイスブ

ックにて配信されました。UNICEF USA とビル＆メリン

ダ・ゲイツ財団がスポンサーとなったこのプログラム

では、パラリンピックメダリストのアデ・アデピタン

さん、スーパーモデルのイザベリ・フォンタナさん、

科学教育者のビル・ナイさん、女優のアーチー・パン

ジャビさんなども登場しました。 

またこのプログラムには、インド、パキスタン、ウク

ライナの子どもたちをポリオから守るために活動し

ているロータリー会員 3名を紹介した映像も含まれて

いました。パキスタンでは、ロータリアンのタヤバ・

グルさんが医療従事者のチームと協力し、ポリオワク

チンの重要性について母親と子どもへの教育を行っ

ています。インドのヘメンドラ・ベルマさんは、医療

従事者とボランティアを通じて、すべての子どもに予

防接種することを奨励しています。また、ウクライナ

のロータリアンであるセルフィ・ザバスキーさんは、

子どもへの予防接種に消極的な人たちに情報を提供

するため、ソーシャルメディアや公共イベントを利用

したアドボカシーと啓発プログラムを実施していま

す。これらの 3人のヒーローは、世界中のロータリア

ンと同じく、献身的にボランティア活動をすることの

大切さを伝えています。 

 

 

https://www.who.int/dg

