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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 平岡和徳様（宇城市教育長） 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

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 

1/14  新年会＠松葉 

1/22  第2回熊本市域RC会長・幹事会 

    ＠ザ・ニューホテル熊本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１２月１６日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

山下紀幸様（株式会社 HERO’S） 

木村 初様（熊本西南 RC） 

12/14（土）寿崎奨学生と国府高校 IAC との交流会＠国府高校より  

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。

本日のご来訪者は株式会社 HERO’S 山下紀幸様、熊本西南 RC 木

村 初様です。山下紀幸様には三瀬広海会員のピンチヒッターで

卓話もご担当いただきます。後ほどよろしくお願いいたします。 

まず、本日は新しい仲間 大和ハウス工業株式会社 興梠一喜さ

んを迎えるということで心が弾んでおります。前任 平尾さんの豪

快さは皆さんの心に残っているでしょうが、今日入会される興梠

一喜さんも豪快な方と伺っております。一緒に熊本南 RC を盛り上

げていきたいと思いますので皆様よろしくお願い申し上げます。 

さて、先週土曜日は国府高校インターアクトクラブと壽崎奨学

生との交流会に行ってまいりました。初の試みで森本 IAC 委員長

と園田寿崎奨学会委員長は気を揉まれたと思いますが、皆終始笑

顔で大成功だったと感じております。交流会の内容もインターア

クトで組み立てていただき折り紙を使っての交流やイラストを描

きながらの伝言ゲーム、フリートークでは日本、中国、韓国の文

化の違い等、2時間の予定を楽にオーバーするほど盛り上がりまし

た。今年度の奨学生が大変日本語が堪能ですので外国語での交流 
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が少なかったところがあり、次回開催する時の課題か

なと感じました。また今週はローターアクトの忘年会

もあります。井上雅文 RAC委員長のパワハラセクハラ

の独壇場です。楽しみにしております。 

本年度の例会も今日と来週の2回となりました。もう

年度の折り返しかと思うと長いようで短い感覚です。

風邪、インフルエンザが流行ってきておりますので皆

様お身体どうかご自愛くださいませ。 

以上、第18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） 

ございません 

 

例会変更のお知らせ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 23 日（月）18：30～ 

○西 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12 月 24 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 23 日（月）18：30～ 

[場  所] 和房 はなぶさ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 24 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 24 日（火）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 25 日（水）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～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 26 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 26 日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 27 日（金）12：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 30 日（月）12：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 30 日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 31 日（火）12：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 31 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 31 日（火）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 1 日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 2 日（木）12：30～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 2 日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 2 日（木）13：00～ 

○熊本 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 3 日（金）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 3 日（金）12：30～ 

○城東 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 6 日（月）12：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○グリーン RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 6 日（月）18：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○東 RC～新春合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○05福祉 RC～新春合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○平成 RC～新春合同例会に振替のため日程変更 

[変更前] 1 月 8 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

 

 

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 

６４名 ４６名 74.60％   ６９.３５％ 

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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○東南 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 8 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○菊南 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 8 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○西南 RC～新春合同例会に振替のため日程変更 

[変更前] 1 月 9 日（木）18：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

○りんどう RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 9 日（木）19：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○熊本 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 10 日（金）12：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○中央 RC～新春合同例会に振替のため日程変更 

[変更前] 1 月 10 日（金）18：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 14 日（火）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 15 日（水）12：30～ 

○西南 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 1 月 16 日（木）12：30～ 

[変更後] 1 月 17 日（金）18：30～ 

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 22 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 22 日（水）18：30～ 

[場  所] 未定 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 30 日（木）13：00～ 

 

新入会員自己紹介 1回目（興梠一喜君） 

 

 

 

 

 

氏名：興梠一喜（こおろぎ かずよし）君 

生年月日：昭和45年4月13日 

出身：福岡県 

勤務先：大和ハウス工業株式会社熊本支社 

趣味：ゴルフ 

推薦者：久峨章義君・坂本研一君 

 

委員会報告 

●IAC委員会（森本康文君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。先ほど坂本会長からもお話が

ございましたが、先週12/14（土）「寿崎奨学生と国府

高校IACとの交流会」を開催いたしましたのでご報告

申し上げます。今回初の試みで不安もありましたが、

当日は寿崎奨学生5名に参加いただき、また、内容も

すべてIAC生が考え大変盛り上がった会となりました。

今後もぜひ継続していければと思います。 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

  今月は疾病予防と治療月間です。3ページRI会長メ

ッセージは来年の世界大会に関する記事です。当クラ

ブの皆さんもハワイへの家族旅行を計画されてはい

かがでしょうか？7～15ページは今月のテーマ「疾病

予防と治療月間」特集 元気に”R活”を続けよう！と

いうことで、日本人の死因第1位である「がん」の予

防を中心に、地区・クラブ・個人の取り組みの記事で

す。特に8ページの記事を紹介します。「がん」を予防

するために、第2710地区では2016-19年度がん予防推

進委員会を地区戦略計画として立ち上げられ、地区を

挙げて予防に取り組まれたそうです。中でも「国内で

のがん発症の状況」では、2018年の死因別でがんの死

者数が37万3,547人で全死亡者の約3.6人に1人ががん

で亡くなっており、また、国民の2人に1人が一生のう

ちにがんに罹患すると言われているとのことです。一

般に40代から発症率が増加し、60代で急増、75歳から

の後期高齢者が最大となり、女性は乳がんのピークが

40歳後半、子宮がんは40歳前後にピークがあり、働く

女性、子育て世代の女性の間で罹患率が急増します。

がんに「ならない」方法はないそうですが、「なりに
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くくする（予防する）」ことはできるそうです。男性

の場合、喫煙、ウイルス、細菌感染、飲酒、塩分摂取

過剰、野菜や果物の摂取不足、肥満、運動不足など、

これらの生活習慣が発症の65％（喫煙者は30％）に関

係します。公財がん研究振興財団が2011年に公開した

「がんを防ぐための新12か条」を地区方針に掲げ実践。

第一は禁煙で、肺がんでの死亡リスクは1日の喫煙本

数が多く、喫煙歴が長く、開始年齢が低いほど高くな

るそうです。喫煙者の肺がんリスクは非喫煙者に比べ

男性で4.5倍、女性で4.2倍とのことです。次に節酒。

1日当たりのエタノール摂取量は23ｇまで。日本酒1合、

ビール大瓶1本、焼酎3分の2合、ウイスキーやブラン

デーではダブル1杯、ワインボトル3分の1程度が目安

とのことですが、これはとても守れないと思います。

活動の結果は喫煙の低下とがん検診受診率が向上し

たとのことです。16～21ページ、2018年ノーベル平和

賞を受賞された、コンゴの婦人科医デニ・ムクウェゲ

さんの記事です。コンゴ紛争での性暴力による死者は

200万人以上とあり、2006～2007年の12ヶ月間で40万

人以上のコンゴの女性が性暴力の被害に遭っていた

という事実を受け「世界のレイプ中心地」と呼ばれま

した。信じがたい内容です。ぜひお読みください。22

～25ページまで「ロータリーからのプレゼント」では

各地区の奉仕活動の記事です。28～31ページ、ロータ

リー財団の平成30年度事業報告、43ページ下段に「ロ

ータリアンの行動規範」内容変更の記事、特に5項目

が追加されています。お読みください。49ページ「侃

侃諤諤」のコーナーにぜひどなたか応募されません

か？ 

  縦書きに移ります。13ページ、福井西RC 中村敏雄

会員の「ロータリーの将来は？」の中で、規定審議会

の決定事項について異論を述べられています。一読の

価値があります。特に日本のロータリーの「職業奉仕」、

「例会出席」を第一とする哲学と、RIの方針には年々

大きな乖離が出ていると書かれていますが、私もそう

思います。最後に2720地区関連記事の紹介です。25ペ

ージ、秀岳館高校IAC（八代RC）の活動記事、26ペー

ジ、中津中央RCの例会用手作り演台の記事、28ページ、

熊本菊南RCの地域を元気にする講演会の記事、32ペー

ジ、阿蘇RC 古閑 宏会員の記事が出ています。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○木村 初様（熊本西南 RC） 

 久しぶりに例会に参加いたしました。今後は時々お邪

魔します。よろしくお願い申し上げます。 

○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 

 本日のご来訪者、熊本西南 RC 木村 初様、卓話をし

ていただきます山下紀幸様を歓迎いたします。山下様

には三瀬広海会員のスーパーサブとして、お話を大変

楽しみにしております。また、本日入会の興梠一喜会

員を歓迎します。夜の帝王 平尾豊幸元会員の後任と

いうことで夜のイベントが楽しみです。 

○永井富士雄君 

 本日の来訪者 山下紀幸様を歓迎いたします。卓話楽

しみにしています。また、本日入会の興梠一喜会員を

歓迎してスマイルいたします。 

○久峨章義君・後藤 博君・野口泰則君・倉崎保広君 

 玉田光識君・沼野修一君・林田公治君・新田義正君 

 鬼木幹生君・網川 久君 

興梠一喜君の入会を歓迎してスマイルいたします。 

○興梠一喜君 

 新入会員の興梠です。今後ともよろしくお願いします。 

○高宮 宏君 

 先週は休んで失礼しました。永井会員夫妻と私の妻、

他数組でグアム島に行ってきました。しかし日本がや

っぱりいいです。  

○寿崎 肇君 

○漆島典和君・沼野修一君・寺本光秀君・告坂和紀君 

 今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●会員卓話（坂本幸樹君） 

 「牛深から全国へ 牛深を世界へ」 

     山下紀幸様（株式会社 HERO’S）/三瀬広海君 

  

 

 

 

 

 


