
［ 今月/来月 ］ 

行 事 

1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 米山奨学生卓話 ソウ・ウゼン君 

 

 

 

 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 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

11/5 RI第 2720 地区 RA第 38 回年次大会 

   ＠大分 

 

 

 

 
令和４年（2022）年１０月２４日 
斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング  

「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

波佐間英樹様 

（地区公共イメージ部門長/熊本中央 RC） 

藤本真一様 

（地区公共イメージ委員会/熊本中央 RC） 

 

 

 

 

 

10/23（日）RI第 2720 地区熊本第 3・第 4グループ合同 IM＠くまもと森都心プラザホール  

会長報告（北口 誠君） 

皆さま、こんにちは。本日のご来訪者は熊本中央 RC 波佐間英

樹様、藤本真一様です。後ほど卓話をお願いいたします。 

さて、昨日 10 月 23 日は 24 日の世界ポリオデーで伴い、2720

地区でも堀川ガバナーの下、サクラマチで沢山の方が参加して

募金活動が行われました。休日と言う事もあり沢山の方々がポ

リオ撲滅に賛同して頂き心温まる募金をして頂きました。熊本

南 RC会員の皆さんが大きな声で募金を呼び掛けている姿に感動

すら覚えました。その中でも渡辺さんがひときわ大きな声で呼

びかけをされて、それにつられて他の皆さんにも広がっていき

ました。改めて熊本南 RC の強みを感じる一日でした。 

ここで改めてポリオとは何かを簡単に言うと、ポリオ（急性

灰白髄炎）は脊髄性小児麻痺とも呼ばれ、ポリオウィルスによ

って発生する疾病です。名前のとおり子ども（特に 5 歳以下）

がかかることが多く、麻痺などを起こすことのある病気です。 
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主に感染した人の便を介してうつり、手足の筋肉や呼吸

する筋肉等に作用して麻痺を生じることがあります。永

続的な後遺症を残すことがあり、特に成人では亡くなる

確率も高いものとなっています。この病気を世界から根

絶する目的で、国際ロータリーでは長年様々な取り組み

がなされてきました。当クラブでも記憶にあるのは、野

田ガバナー年度にガバナー自らインドに足を運ばれ、実

際にワクチンを子供たちに投与したかと思います。今後

もこの活動を続け、一日でも早くポリオを根絶したいと

思う事を再確認した一日でした。 

 また、福田崇九会員より別イベントで集まったポリオ

根絶募金を本日お預かりいたしました。こちらも R 財団

へ寄付させていただきます。 

以上、会長布告です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告（三角雄介君） 

 

 

 

 

 

ございません。  

 

例会変更のお知らせ 

○西 RC～グリーン活動・ポリオ募金活動に日程場所変更 

[変更前] 11 月 1 日（火）18：30～ 

[変更後] 11 月 6 日（日）10：00～ 

[場  所] 乙女河原 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 1 日（火）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 4 日（金）12：30～ 

 

○西 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 11 月 8 日（火）12：30～ 

[変更後] 11 月 11 日（金）18：30～ 

○西南 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 11 月 10 日（木）12：30～ 

[変更後] 11 月 11 日（金）18：30～ 

○北 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 11 月 17 日（木）18：30～ 

[変更後] 11 月 14 日（月）18：30～ 

[場  所] ホテルキャッスル 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 22 日（火）12：30～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 22 日（火）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 24 日（木）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 25 日（金）12：30～ 

 

新入会員自己紹介 2回目（園村誠也君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。丸山会員に紹介いただき入会い

たしました。私は旅行業をしておりますが、全国旅行支

援がスタートし、現在お申し込みが増えている状況です。

旅行をお考えの方はお気軽にお声掛けください。また、

グランメッセにて行われていますコロナワクチン広域

接種センターも私ども旅行業界でサポートをさせてい

ただいておりますが、申し込みが少ない現状です。旅行

等安心して行っていただくためにも積極的に接種して

いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

後藤 博ガバナー補佐報告 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。昨日開催されました、熊本第3・

第4グループ合同 IM には、多数のご参加と運営をお手伝

いいただきありがとうございました。おかげさまで無事

終了いたしました。心よりお礼申し上げます。 

 

 

出席報告（中嶋亜志火君）                  

会員数 出席数 出席率 

６５名 ４５名 ７０．３１％ 

出席規定適用免除者 2 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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堀川貴史ガバナー報告 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。昨日開催のポリオ根絶募金活動

には多数のご参加をありがとうございました。特に地区

公共イメージ部門メンバーの皆さまには運営の中心に

なって動いていただきました。尚、集まった募金額は

401,780円です。こちらは地区事務所より R 財団へ寄付

させていただきます。ご協力に心より感謝申し上げます。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  

 

 

 

 

まず、横書き P.5の RI 会長メッセージより、今月は

「ポリオに光を当てる」で、今日の世界ポリオデーに

あたり、ロータリーが現在まで行ってきた活動につい

て書かれています。一つは初めて世界的な規模でポリ

オ根絶活動に着手し、30年以上にわたり主導してきた

こと、そして、この壮大な目標を実現可能にするパー

トナーシップを形成してきたこと、それにより世界で

ポリオ症例数を99.9％以上減らし、野生型ポリオウィ

ルスが存在しているのは世界でわずか2カ国（パキス

タン、アフガニスタン）のみとのことです。ただし、

過去数カ月間でイスラエル、イギリス、最近ではアメ

リカ・ニューヨークでポリオウィルスが新たに発見さ

れましたが、ワクチンが有効なので感染の危険がある

人は予防接種を受ければよいとのことです。P.7～13、

米山月間＆ロータリー学友参加推進週間の記事です。

ロータリー学友にスポットを当て、繋がりを深め、と

もに協力する機会を持つことが期待されています。二

人の学友のインタビュー記事が出ています。また、現

在の奨学生は全国で898人、第2720地区は21名です。

P.14～19「友」10年を振り返る、2012年から2022年の

10年間に委員長を務められた5人の特別顧問が任期中

の思い出をつづられています。P.24、10月24日世界ポ

リオデーの記事、P.25世界ポリオデーイベントのフォ

トコンテストのご案内です。締切は10月31日です。23

日のポリオ根絶募金活動の写真で応募されてはいか

がでしょう。 

次に縦書き表紙裏より、前号と同じ、俳句コンテス

トの作品募集のご案内です。P.14俳壇に大分宇佐 RC 

磯永会員の句が出ています。 

 

●スマイルボックス（大津英敬君） 

○波佐間英樹様・藤本真一様（熊本中央 RC） 

 本日は出前セミナーでお世話になります。昨日のポリ

オデー募金活動はお疲れさまでした。下通りから新市

街、サクラマチまで赤一色に染まりました。卓話の内

容はメディアワンストップと投稿の仕方です。よろし

くお願いします。 

○北口 誠君・坂本研一君・三角雄介君・告坂和紀君 

丸山浩之君 

熊本中央 RC 波佐間様、藤本様のご来訪を歓迎いたし

ます。波佐間様は R の友の歌壇、柳壇で大活躍されて

います。本日は活躍の秘訣などのお話を楽しみにして

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○堀川貴史君 

 熊本中央 RC 波佐間さん、藤本さんのご来訪を歓迎い

たします。また、昨日は午前中の IM から午後のポリ

オ募金活動までご参加いただいた皆さま、ありがとう

ございました。後藤ガバナー補佐はじめ、実行委員会

の皆さま、大変お世話になりました。感謝のスマイル

です。 

○河津延雄君・原 裕一君・井上雅文君・西川尚希君 

 森本康文君・谷口英樹君・松茂信吾君・三好正太君 

 大津英敬君 

 本日ご来訪の熊本中央 RC 地区公共イメージ部門長 

波佐間様、公共イメージ委員 藤本様を歓迎いたしま

す。本日の卓話ではロータリーのスマートな広報の仕

組みを、R の友川柳コーナー常連の波佐間様の軽快な

トークで腹が千切れるくらい面白いお話になるので

はと昨夜から武者震いが止まりません。本日はよろし

くお願いします。 

○後藤 博君・林田公治君 

 昨日は熊本第 3・第 4 グループ合同 IM、ポリオ根絶募

金活動にご参加の皆さま、ありがとうございました。

朝早くからお手伝いいただいた、原 裕一会員、三好

正太会員、内田泰生会員お疲れさまでした。これでま

た一つガバナー補佐の仕事が終わりました。 

○喜讀宣友君・坂本幸樹君 

 熊本中央 RC の波佐間地区公共イメージ部門長、藤本

応援団長のご来訪に感謝いたします。本日の卓話を楽

しみにしています。また、村神様に続くロータリー俳

壇、歌壇、柳壇の三冠王を期待しています。 
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○川崎 博君 

昨日の熊本第 3・第 4 グループ合同 IM に参加できてよ

かったです。堀川ガバナー、後藤ガバナー補佐はじめ、

ご参加の皆さんお疲れさまでした。 

○福田崇九君 

 10/22にB9主催でポリオ根絶チャリティーライヴを開

催いたしました。ダンスグループと地元ミュージシャ

ン、アイドル総勢 100 人の出演者、観客は 300 人弱を

動員できました。イベントの模様は YouTube 配信を行

い、1 日で 1,500 回視聴していただきました。出演者

もそれぞれポリオに関心を示していただき、募金に協

力していただきました。今回のイベントにご協力いた

だいた皆さまへ感謝のスマイルです。 

○田中裕司君 

 例会や観月会＆新入会員歓迎会でたくさん私の本を

買っていただきありがとうございました。まだまだ在

庫がありますので周りの方、特に海外志向のあるお子

様、お孫様へのプレゼントとして是非お買い求めくだ

さい。 

○久峨章義君・德永隆正君 

 合同 IM 欠席しました。申し訳ございません。尚、久

峨は所用のため早退します。 

 

●外部卓話（大津英敬君） 

 「公共イメージ部門出前セミナー」 

 波佐間英樹様・藤本真一様 

（地区公共イメージ部門/熊本中央 RC） 

  

 

 

 

 

 

 

■10/21（金）熊本中央 RC チャリティコンペ 

＠グランドチャンピオン GC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■10/22（土）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 10 月 22 日（土）、熊本南 RAC10 月第 2 例会が開催され

ました。メインプログラムでは日頃の運動不足の解消

を目的として、美里町の日本一長い 3333 段の階段登

りに挑戦しました。参加メンバーの全員が完走するこ

とができました。 

 

■10/23（日）熊本第 3・第 4 グループ合同 IM 及び

ポリオ根絶募金活動 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


