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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

12/14    RLIディスカッションリーダー研修 

    ＠くまもと森都心プラザ 

1/7   熊本市域RC新春合同例会＠ANAクラウンプラ

ザホテル熊本ニュースカイ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１１月２５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 

石﨑公太郎様（肥後大津 RC） 

11/26（火）熊本第 4グループ IM＠ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイより 

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、本日のご来訪者は肥後大津 RC 石﨑公太郎様、卓話者は新入

会員卓話で鬼木幹生会員です。よろしくお願いいたします。 

さて、先週 21 日は戦略・会員維持増強委員会合同 IM、翌 22 日

は肥後大津 RCチャリティーコンペに古財さんと 2人で出席しまし

た。戦略・会員維持増強委員会合同 IM にて、例会出席について高

宮会員より今年の出席率、ここ数年の出席率について取り上げて

くれませんか？と話をいただいたことに心より感謝申し上げま

す。現在ホーム 70％前後、修正でも 80％前後です。私としては若

い 40 代会員が増える中、月曜の昼が例会ということもあり週明け

バタバタ飛び回っていて出席に対して口うるさくは話していませ

んし、RIでも出席義務に対して寛容になっていることは事実です。

またメーキャップも 1 年間有効になり見栄えの率を上げる方向に

向かっております。ただ、高宮会員が仰っておられることは歴史

と伝統ある熊本南 RCにとっては全くもって正解でその通りであり

ます。今日この場にいらっしゃる殆どの方も出席率向上の考えに

同意されると思います。そこでちょっと考えました。 
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会長職も約半期が終わり、ほぼ終了したと同じです。後

手後手でできなかったこととして、年明けに北口幹事、

田中出席委員長と打合せし、欠席が目立つ会員にお声掛

けとお誘い、またメーキャップの案内をしていきます。

少しずつ出席率向上を目指します。しかし皆様の本業優

先は変わりませんし、出席義務といっても難しい日はあ

ります。やっと私も月曜の予定をなるだけ入れないよう

にできるようなりました。そこでお願いですが、久々出

席の会員さんには目一杯のもてなしをお願い申し上げ

ます。男の子って久しぶりの出席だと中々なじめないと

思います。皆様ご協力お願い申し上げます。 

以上、第15回目の会長報告とさせていただきます。 

 

 

幹事報告（北口 誠君） 

1.来週（12/2）例会は年次総会例会＆年忘れ家族会に振

替のため、17：30～に時間変更いたします。通常時間

（12：30～13：30）はございません。ご注意ください。 

 

例会変更のお知らせ 

○平成 RC～年次総会のため日程変更 

[変更前] 12 月 4 日（水）12：30～ 

[変更後] 12 月 11 日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 12 月 4 日（水）12：30～ 

[場  所] 有限会社コンパスポイント 

○りんどう RC～職場訪問のため時間場所変更 

[変更前] 12 月 5 日（木）13：00～ 

[変更後] 12 月 5 日（木）未定 

[場  所] 未定 

○江南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 11 日（水）18：30～ 

[変更後] 12 月 11 日（水）18：00～ 

○りんどう RC～昼例会に時間変更 

[変更前] 12 月 12 日（木）19：30～ 

[変更後] 12 月 12 日（木）13：00～ 

 

○城東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 16 日（月）12：30～ 

[変更後] 12 月 16 日（月）18：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 17 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 17 日（火）18：00～ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12 月 17 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 21 日（土）18：00～ 

○東南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 18 日（水）12：30～ 

[変更後] 12 月 18 日（水）18：30～ 

○りんどう RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 12 月 19 日（水）13：00～ 

[変更後] 12 月 19 日（水）19：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 24 日（火）12：30～ 

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12 月 25 日（水）12：30～ 

[変更後] 12 月 22 日（水）未定 

[場  所] 未定 

○平成 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12 月 25 日（水）18：30～ 

[変更後] 12 月 11 日（日）19：00～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 25 日（水）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 26 日（木）13：00～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 31 日（火）12：30～ 

 

委員会報告 

●戦略計画委員会（園田修司君） 

  皆さま、こんにちは。先週21日に戦略計画・会員維

持増強委員会合同IMを開催いたしました。会員維持増

強の原委員長より、会員数を現在63名ですが70名に増

やしたいとのお話がございました。会員増強のやり方

は色々あると思いますが、会員同士の情報共有、活動

計画書にも記載されています職業分類一覧で空白の

職業の方のご紹介など、皆さんにはぜひ積極的にご協

力いただければと思います。また戦略計画委員会から

は今年で7年となりました水球大会について、当初10

年計画で立ち上がりましたが、先日の地区大会でもガ

バナー賞をいただいた大変素晴らしい活動に成長し

ています。予定通り10年で終了するのか、継続するこ

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 ４２名 67.74％   ８２.２６％ 

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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とに意味があるのではないか、様々な意見が出ました

が、現時点としては10年で一区切りつけ、次の青少年

奉仕活動を模索する方向で進めるとのことで、よいア

イデアがございましたら是非お声掛けください。ご協

力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） 

○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 肥後大津 RCの石﨑公太郎様を歓

迎いたします。また、本日の卓話者 鬼木幹生会員の

お話を楽しみにしています。 

○堀川貴史君・馬場大介君・丸山浩之君 

 肥後大津 RC 石﨑公太郎会員のご来訪を歓迎してスマ

イルいたします。 

○鬼木幹生君 

 先週事務所がサクラマチクマモトに移転しました。最

近流行りのフリーアドレスです。よかったら是非遊び

に来てください。また、本日は卓話をいたします。お

酒が入っていないので少しつまらないと思いますが

聞いてやってください。 

○寿崎 肇君  

 先日、5 日間の台湾旅行に行ってまいりました。元気

なおかげ、ロータリーのおかげです。感謝してスマイ

ルさせていただきます。 

○齊藤直信君 Ⅱ 

 久しぶりのホームクラブ例会出席ですが、今日は所用

のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○漆島典和君 

 本日の鬼木幹生会員の卓話が楽しみで寝られません

でした。が、大した用事でもありませんが早退いたし

ます。内容の濃いお話とご盛会をお祈りいたします。 

  

●会員卓話（園田修司君） 

 「最近の台風被害」   

鬼木幹生君 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆11/21（木）熊本南 RAC合同例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 21日木曜日、熊本南 RAC11月第 2回合同例会（熊

本南・熊本東南・熊本城東・熊本北）が開催されまし

た。メインプログラムでは、『平等とは？』『多数決は

正しいか？』『正義と悪について』などのお題に対し

て自分の考えを発表するというものでした。それぞれ

に切口の異なった発表がなされ、大変勉強になりまし

た。 

 

◆11/26（火）熊本第 4 グループ IM 

 ＠ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 
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【例会予定】 

 12/9 外部卓話 松岡範俊様（熊本中央警察署長） 

 12/16 会員卓話 三瀬広海君 

 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 

 

【RAC・IACの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：12月5日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

担当：村上慶輔君 

 

日時：12月19日（木）20：00～ 

場所：未定 

内容：忘年会 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日） 

日時：12月14日（土）14：00～ 

場所：国府高校 

内容：寿崎奨学生との交流会 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。 

 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHPより） 

 「根絶に向けた画期的進展」 

  

 

 

 

 

 

 

8 月 21日、ナイジェリアでは野生型ポリオウイルスに

よる症例が最後に報告されてから 3年が経過しました。

これにより、来年には世界保健機関（WHO）アフリカ

地域全土がポリオフリーとして宣言される可能性が

あります。ナイジェリアでのこの画期的進展は、国内

外からの資金、何千人もの保健従事者による尽力、北

部での情勢不安によりこれまでワクチンを届けるこ

とができなかった地域での予防接種戦略も含め、各方

面での努力が実を結んだ結果です。ロータリーのイン

ターナショナル・ポリオプラス委員長であるマイケル 

K. マクガバン氏は、次のように述べています。「ロー

タリー、世界ポリオ根絶推進活動のパートナー、ナイ

ジェリア政府は、予防接種と疾病検知システムを強化

してきました。ナイジェリアでこれまでワクチンを届

けるのが困難だった地域で、より多くの子どもたちに

予防接種ができるようになりました」ナイジェリアの

ロータリー会員が重要な役割を果たしていると述べ

るマクガバン氏は、「ロータリアンはポリオ根絶への

認識向上、政府へのアドボカシー、安全な水を危険な

地域にもたらすといった補足的な基本的保健ニーズ

への取り組みにも尽力した」と話します。ナイジェリ

アは、アフリカ最後のポリオ常在国です。アフリカで

野生型ポリオウイルスの根絶が認定されれば、WHO の

6 地域のうち 5 つにおいてポリオフリーが達成される

こととなります。同じく野生型ポリオウイルス常在国

であるアフガニスタンとパキスタンでは、ウイルスの

伝搬が現在も阻止されていません。ロータリーのナイ

ジェリア全国ポリオプラス委員長であるツンジ・フン

ショ氏は、ナイジェリアでの達成を評価しつつも、ロ

ータリー会員が祝賀するには時期尚早であると警鐘

を鳴らしており、ナイジェリアですべての子どもに定

期的な予防接種を実施することが引き続き課題であ

るとしています。フンショ氏は次のように述べていま

す。「ナイジェリアに野生型ポリオウイルスが再び持

ち込まれないようにすることが、極めて重要です」そ

のためには、ロータリーによる積極的なアドボカシー

活動と予防接種キャンペーンへの認識向上を継続し、

ロータリー会員が引き続き募金を行うことが必要で

あるとフンショ氏は話します。ロータリーはこれまで、

ナイジェリアにおけるポリオ根絶活動に対し、2 億

6800 万ドルを寄付しました。「ポリオのない世界を夢

見た最初の団体として、ロータリーはこの約束を守る

ことに献身しています」とマクガバン氏。「ナイジェ

リアでの進展はこの目標への大きな前進ですが、パキ

スタンとアフガニスタンでも同様の進展が見られる

ように、活動の勢いを保たなければなりません」 

 

 

 

 


