10/22（金）熊本中央 RC チャリティーコンペより。ご参加の皆さん、お疲れさまでした！
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第８回例会記録（通算第 2870 回）
令和３年（2021）年１０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」

会長報告（玉田光識君）
来訪者紹介
ございません

皆さま、こんにちは。本日は第 8 回例会です。先週は観月会及
び新入会員歓迎会そして田中裕司ショーと楽しい今年度最初の親
睦会がありました。ご参加いただいた会員の皆さまありがとうご
ざいました。コロナがこのまま終息してくれて 12 月の年忘れ家族
会が開催されることを心からお祈りしたいと思います。
次に毎年恒例のヒロ・デザイン専門学校「高校生ファッション

今日の例会

画コンテスト in 九州・沖縄」の選考会が例会休会中にあり、会員

1 今日の歌

の皆さまからの選考ができなかったため、私と馬場幹事、桑原青

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 外部卓話 樋口清輝様（テコンドー）

少年奉仕委員長の 3 名で選考させていただき、我々3 名とも同意見
で受賞者を玉名女子高校 3 年内田愛望さんに決定しました。熊本
南 RC 賞と副賞 10,000 円を贈呈しております。

今月・来月の行事
11/6

社会奉仕・国際奉仕・公共イメージ
合同セミナー＠J:com ホルトホール大分
11/12 熊本第4 グループIM＠ザ・ニューホテル熊本

今日の一言。先日の相談です。ある会社の決算検討会で期末ま
での売上、費用を検討してヒアリングし、今期の利益と税額のお
およその予想をしました。利益が相当に出そうです。

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

今期にかなり以前から購入して保有していた会社所有

○西南 RC～合同例会のため日程場所変更

の土地の売却が決まりました。皆さんもご存知のように

[変更前] 11 月 11 日（木）18：30～

会社の帳簿価額には土地の価額は購入した時の価額が

[変更後] 11 月 12 日（金）17：00～

計上されていますので、売値と買値の差額が大幅に値上

[場

りした場合は利益アップが当然見込まれます。さて打つ

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

手はないか？すぐには浮かびません。時間が欲しい・・・

[日

程] 11 月 11 日（木）19：00～

そこで「決算期変更」しませんか？と提案しました。売

[場

所] お料理まじま

却は 11 月予定ならば今のうちに決算期を、10 月に変更

○中央 RC～合同例会のため時間場所変更

したらどうでしょうか。決算期の変更は難しいことでは

[変更前] 11 月 12 日（金）18：30～

ありません。株主総会を開き、定款変更の決議をいただ

[変更後] 11 月 12 日（金）17：00～

き、税務署等に「変更届」の提出をすれば終わりです。

[場

登記は関係ないので登記費用も要りません。これで決算

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更

期を 10 月に変更、11 月売却で 1 年は時間が稼げます。

[変更前] 11 月 16 日（火）12：30～

社長はじっくり腰を落ち着けてその間に何かうまい方

[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～

法を色々と考えたらいいかもしれません。

[場

以上、会長報告です。

所] ザ・ニューホテル熊本

所] ザ・ニューホテル熊本

所] 神園山荘

○菊南 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 11 月 17 日（水）12：30～
[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～

出席報告（原 裕一君）

[場
会員数

出席数

出席率

６３名

４８名

７９．４２％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

所] 神園山荘

○りんどう RC～合同例会のため時間場所変更
[変更前] 11 月 18 日（木）13：00～
[変更後] 11 月 18 日（木）12：30～
[場

欠席記録免除者 1 名

所] 神園山荘

○西南 RC～定款に基づき休会

０名（会員数には含まれません）

[日

程] 11 月 25 日（木）12：30～

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

幹事報告（馬場大介君）

[日

程] 11 月 25 日（木）12：30～

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 26 日（金）12：30～

委員会告
●親睦活動委員会（網川 久君）

1.ヒロ・デザイン専門学校より「第18回 高校生ファッ
ション画コンテスト in 九州・沖縄」実施及びご支援
の御礼が届いております。
2.11/15（月）例会は、卓話の時間を頂戴し「第2回クラ
ブ協議会」を開催いたします。事業予定のある委員会
は資料の提出をお願いします。（後ほど事務局より各

皆さま、こんにちは。まず、先週の観月会＆新入会

委員長へご案内）

員歓迎会には多数のご参加をいただきありがとうご
ざいました。本日は11/17（水）「玉田会長年度 ゴル

例会変更のお知らせ

フコンペ」のお知らせです。すでに事務局よりご案内

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

しておりますが、現在参加予定者は9名となっており

程] 11 月 2 日（火）12：30～

ます。まだまだ追加可能ですので、ぜひ多数のご参加

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

程] 11 月 4 日（木）13：00～

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 5 日（金）12：30～
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●S.A.A.（井上雅文君）

○寿崎

肇君

Ⅲ

しばらく欠席してすみませんでした。家では私一人で
家事が大変でしたが老人ホームに入り楽になりまし
た。ただ、ホームがコロナの影響で外出が禁止され、
今日ようやく許可が出て出席しました。堀川ガバナー
年度ももうすぐですね。おめでとうございます。
皆さま、こんにちは。S.A.A.よりお知らせです。ご

○川崎

博君

案内しておりますとおり、クールビズ期間は今月10月

何度も延期になった卓話がやっと実現しました。緊張

末にて終了といたしますので、次回11月1日（月）例

もしていますが、これでやっとノルマから解放される

会よりネクタイ着用にてご参加ください。よろしくお

と思うとホッともします。

願いいたします。

○網川

久君

親睦活動委員長の網川です。観月会は多数のご参加あ
熊本県ロータリー奨学会報告（高宮

宏君）

りがとうございました。また、田中裕司会員には大変
お世話になりました。11/17（水）玉田会長年度 ゴル
フコンペと 12/6（月）年忘れ家族会もぜひ多数のご参
加をお願いいたします。楽しい企画も用意しています。
○加藤和文君
人肌恋しい季節になりましたね。先週は観月会＆新入

皆さま、こんにちは。現在私は、公益財団法人 熊本

会員歓迎会ありがとうございました。本当に楽しかっ

県ロータリー奨学会の理事を務めさせていただいてお

たです。お酒は弱くゴルフは下手ですが、全力で楽し

ります。当クラブからは今村浩昭会員と園田修司会員も

みたいと思いますので、どうぞお声掛けいただけまし

評議員をされています。本日は寄付明細の資料を配布さ

たら幸いです。今日は所用のため早退しますのでお詫

せていただきました。当奨学会は、熊本市域の高校生を

びのスマイルです。

対象に月 15,000 円の奨学金を交付しております。クラ

○久峨章義君・後藤

ブからも寄付は行っていますが、是非個人での寄付もお

博君・野口泰則君・井上雅文君

林田君お疲れさまです。今日も頑張ってください。

待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

○齊藤直信君・谷口英樹君・三好正太君
今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

●スマイルボックス（林田公治君）

です。

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
網川 久君・北口 誠君
本日の卓話者 川崎

●会員卓話（西川尚希君）

博会員に感謝いたします。楽し

「昨今のホテル事情」

くためになる話を期待しています。頑張ってください。
また、寿崎

肇会員のお元気なお顔を久しぶりに拝見

し幸せな一日が過ごせます。感謝のスマイルです。
○渕田俊郎君・堀川貴史君・丸山浩之君
寿崎先輩のお元気なお姿を拝見し勇気付けられまし
た。これからもご指導よろしくお願いいたします。
○高宮
寿崎

宏君
肇会員お久しぶりです。お元気なご様子でます

ます今後もお元気に頑張ってください。
○河津延雄君・漆島典和君・沼野修一君・古財良一君
林田公治君
寿崎

肇 PG の久しぶりの御出席、元気なお姿を拝見

しました。また、川崎 博会員の卓話楽しみにしてい
ます。
○西川尚希君
本日の卓話者 川崎 博会員に心から感謝します。
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川崎

博君

■10/22（金）熊本中央 RC チャリティーコンペ

2 つの常在国で同時にこのような減少が見られるのは

＠グランドチャンピオン GC

前例のないことだと、ジャファリ氏は述べています。
ジャファリ氏は、発症数の減少は医療従事者にとって
好機であるとしながらも、夏はポリオウイルスに感染
する確率が高い季節であり、ポリオが再燃する可能性
があると警告しています。ジャファリ氏は、質疑応答
の司会を担った「TIME」誌編集長、ジェフリー・クル
ーガー氏に対し、だからこそ今、この機会を有効に活
用すべきだと強調しました。
また、ジャファリ氏は、アフガニスタンにおける政治
的変化や治安の問題についても言及し、アフガニスタ
ンのポリオプログラムは、不確実性の中で活動を適応

【例会予定】
11/8（月）

させることに慣れていると説明しました。「現在は、
外部卓話 足立知弘様

大規模な予防接種キャンペーンを実施するために、ア

（いちご会計事務所）

フガニスタンのすべての地域にアクセスできるよう

11/15（月） クラブ協議会②

な機会も訪れている」と述べました。

11/22（月） 定款に基づき休会

WHO と UNICEF（国連児童基金）の発表によると、アフ

11/29（月） 外部卓話 永里敏秋様

ガニスタンでは 11 月初旬に全国的な戸別訪問による

（KM バイオロジクス㈱）

ポリオワクチン接種が再開される予定です。これによ
り、過去 3 年間ワクチン接種が禁止されていた地域の

■RI ニュース（国際ロータリーHP より）

子どもたちにも接種が可能になります。

「ポリオ根絶の最終目標に向けた世界ポリオデー特別

アフガニスタンの状況が変化する中、パートナー団体

プログラム」

がポリオ根絶プログラムの中立性と公平さを維持す
ることが最も重要だとジャファリ氏は話します。「い
つものように、私たちはすべての関係者と協力してい
きます」
アフガニスタンのポリオプラス委員長であるモハマ
ド・イシャク・ニアズマンド氏は、パキスタンのポリ
オプラス委員長であるアジズ・メモン氏とのビデオ演

10 月 24 日にオンラインで行われた 2021 年世界ポリオ

説で、ジャファリ氏の言葉を繰り返しました。

デー特別プログラムでは、ロータリーの目標である

二アズマンドさんは次のように話します。「アフガニ

「ポリオをなくす」ことが手の届くところまで来てい

スタンでは、変化の中にあっても、ポリオ根絶が最優

ると、世界保健分野の専門家が述べました。

先事項であることを確認するため、ロータリーとパー

「Delivering on our promise of a polio-free world」

トナー団体があらゆる関係者と協力しています。子ど

（ポリオのない世界という約束を果たす）と題された

もたちが命を救うポリオワクチンやその他の小児向

30 分間のプログラムでは、ポリオ根絶活動の進捗状況

けワクチンを確実に入手できるよう、作業が進められ

と今後の課題についての情報が提供されました。

ています」

2021 年の現在までに報告された野生型ポリオの発症

ロータリー財団管理委員でもあるメモン氏は、ロータ

例は世界全体で 2 件のみで、ポリオ常在国であるアフ

リーは政府、地域社会、宗教のリーダーとの信頼関係

ガニスタンとパキスタンでそれぞれ 1 件の感染が報告

を築いていると話します。「ポリオ予防接種と並行し

されています。これは今までで最も少ない数です。

て幅広い医療サービスを子どもや家族に提供するこ

質疑応答では、世界保健機関（WHO）東地中海地域担

とで、より良い医療を実現し、ワクチンの受け入れ態

当ディレクターのハミド・ジャファリ博士が、成果を

勢を整えることができる」と語ります。

裏付ける要因を挙げました。それらは、新型コロナウ
イルスによる中断期を経て、ポリオの大規模な予防接
種キャンペーンが再開されたこと、過去に発生した野
生型ポリオによる自然免疫、新型コロナウイルスによ
る旅行や人口移動の制限などです。
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