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［  今 日  ］ 
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 今月・来月の行事 

 今日の例会 

5/28  2021-22 RYLAセミナー＠オンライン 

6/6  歳祝い祈願祭・親睦会 

＠代継宮・ホテル日航熊本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年（2022）年５月２３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 

（熊本南 RAC） 

中村耕基君・前田和哉君 

長谷川司君・島崎 哲君 

徳永龍人君・原口美季君 

青少年奉仕月間テーマ卓話 RAC委員会・熊本南 RAC「活動報告について」より 

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は今年度第 24 回例会です。本日の卓

話は月間テーマ卓話として、青少年奉仕部門 RAC 委員会・熊本南

RAC より卓話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、本日は先週の定例理事会報告をいたします。 

1.国際ロータリー日本青少年交換について後藤会員から報告があ

り、6 月 18 日に「森都心プラザ」にて開催される予定です。当

日の運営等について我が熊本南ロータリークラブからも協力す

ることが承認されました。詳細が分かり次第お知らせします。 

2.三瀬広海会員のご紹介で 2 人の新入会員が承認されました。お

一人は「いけす設備の丸善有限会社」代表取締役 坂本仲俊様（42

歳）、もうお一人は「株式会社九州エネルギーパートナーズ」代

表取締役 矢野嘉宏様（42 歳）です。すでに通知は皆様へ送られ

ているかと思います。 
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3.6月 6日の歳祝い親睦会を当日 18時半からホテル日航

熊本にて開催する。該当者は倉崎会員と私玉田です。

当日の会長挨拶は今村副会長にお願いすることが承

認されました。 

4.インターアクト委員会からの提案で国府高校 IACの備

品購入が承認されました。（IAC 委員会予算支出）現在

のパソコン・デジカメがかなり老朽化しており、コロ

ナ禍でズーム会議等に支障があるとのことで新規に

購入することとしました。金額は約 15 万円です。 

以上、会長報告です。 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.肥後大津 RC より「50周年記念式典・祝賀会の御礼」

が届いております。 

2.姫路南 RC より4月週報が届いております。  

 

例会変更のお知らせ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 30 日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 31 日（火）12：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 31 日（火）12：30～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 31 日（火）12：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 6 月 28 日（火）12：30～ 

[変更後] 6 月 28 日（火）18：30～ 

 

新入会員自己紹介 3回目（土田健嗣君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。私の趣味は体を動かすこと全般

です。熊本に来てゴルフのお誘いが多く、久しぶりに真

剣に楽しもうと考えています。また、前回熊本勤務だっ

た時に“一文字ぐるぐる”を初めて食べておいしかった

記憶がありました。今回久しぶりに食べましたがやはり

とてもおいしかったです。他にも揚げたての辛子蓮根、

馬刺し、苓北のうに丼等もおいしかったです。九州は温

泉も豊富ですが、硫黄系、ぬるぬる系何でも好きです。

おすすめがございましたら是非教えてください。新入会

メンバーとして顔晴ります！今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（網川 久君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より歳祝いの

ご案内です。6月6日（月）11：00より代継宮にて祈願

祭、18：30よりホテル日航熊本にて親睦会を開催いた

します。今年の対象者は玉田光識会員（古希）、倉嵜

保広会員（還暦）です。是非皆さんでお祝いいたしま

しょう！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（林田公治君） 

 

 

 

 

 

○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君 

網川 久君 

 本日の卓話者 熊本南 RAC 中村会長、島崎次年度会長、

前田君、長谷川君、徳永君、原口君のご来訪を歓迎い

たします。皆さんの卓話楽しみにしています。本日は

楽しんでください。 

○喜讀宣友君・井上雅文君・德永隆正君・西川尚希君 

森本康文君・松茂信吾君・林田公治君 

 本日の卓話者 熊本南ローターアクトクラブ 中村会

長、島崎次年度会長、前田君、長谷川君、徳永君、原

口君のご来訪を歓迎いたします。卓話を楽しみにして

います。 

○久峨章義君 

今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイル

です。 

○沼野修一君 

 今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイル

です。 

  

 

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６０名 ４３名 ７２．８８％ 

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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●月間テーマ卓話（園田修司君） 

 「活動報告について」 

森本康文君・熊本南 RAC 
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【例会予定】 

6/6（月） 外部卓話 松下涼太様 

（熊本県サッカー協会事務局長） 

6/13（月）新入会員卓話 野田和宏君 

6/20（月）常任委員長退任挨拶 

6/27（月）会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

■RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

 「祖国で人々を助けるウクライナのクラブ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

自らも戦争の被害を受けているウクライナのロータ

リー会員たちは、避難先から戻ってきた市民を支援す

るために、海外からの支援物資の配布と長期的な救援

活動に取り組んでいます。2 月下旬にロシア軍が侵攻

して以来、ウクライナのロータリー会員は定期的にビ

デオ会議を開いて対策にあたってきました。ウクライ

ナのロータリー雑誌『Rotariets』の編集者であるミ

コラ・スタビリャンコさん（ウクライナ・ロータリー

E クラブ会員）によると、同国の会員の活動は、民間

の負傷者が手当てを受けている病院に薬と電力を供

給すること、避難している家族のシェルターを見つけ

ること、次々と送られてくる支援物資を管理すること

を中心としています。 

同国のロータリー第 2232 地区は、ロシア侵攻開始時

に避難した住民たちが戻りつつある都市での活動に

焦点を当てています。 

「戻ってきた市民らが目にするのは、破壊された町の

姿」だとスタビリャンコさん。自身も、3 月の『Rotary』

誌とのインタビューで、夜中に空襲のサイレンで目が

覚め、家族とともにオデーサの自宅のバスルームに避

難したと語りました。そのオデーサにも、5 月はじめ

にミサイル攻撃が行われたというニュースが入って

います。「都市によっては破壊の規模がすさまじく、

言葉では言い表せません。再建には相当な労力が必要

となるでしょう」とスタビリャンコさんは言います。

同地区では、数十個の発電機を入手・配布し、病院、

ビジネス、家庭の電力回復を助けています。また、地

区内のクラブは、欧州諸国から寄贈された数台の消防

車の輸送を手配しました。スタビリャンコさんによる

と、火災や緊急時だけでなく、これらの消防車のはし

ごが電線の修理にも役立っています。 

同地区に授与されたロータリー財団からの 4件の災害

救援補助金（1 件につき 5 万ドル）は、ウクライナ全

国の 50 件近い救援プロジェクトに活用されます。さ

らに、世界中のクラブから地区に寄せられた 40 万ド

ル以上の寄付は、医療物資、食糧、衣服、シェルター

などの緊急物資のために使われました。 

ウクライナの都市リヴィウに住むボリス・ボドナーさ

ん（ウクライナ・ユニティパスポート・ロータリーク

ラブ会員）は、海外から送られてくる人道支援物資を

管理し、これらを必要なところに届ける手配を行って

います。ウクライナ東部から避難民がリヴィウに流れ

込んでおり、国連によると、この戦争で 1,200 万人以

上が避難を余儀なくされています。 

ボドナーさんによると、寄付金の多くはウクライナと

国境を接する国（主にポーランド）に送られ、これら

の国に設置された支援拠点でクラブが物資の調達と

発送を行っています。 

「欧州以外の国から物資を発送するのは複雑なので、

まずは欧州にある拠点に寄付金を送ってもらい、そこ

で物資を購入して直ちにウクライナに発送する、とい

う方法が効果的です」とボドナーさん。募金において

は、ミュンヘン（ドイツ）の複数のクラブが率先して

力になってくれていると言います。 

共通の関心に基づいて育まれた絆もサポートにつな

がっています。セルゲイ・ザヴァイスキーさん（キー

ウシティ・ロータリークラブ会員）によると、会員間

の関係、特にロータリー親睦活動グループで培われた

関係を通じて、多くの支援物資が寄せられています。

ウクライナ西部のイバノフランコフスクに住むザヴ

ァイスキーさんは、特にヨット愛好家ロータリアンの

国際親睦活動グループ、飛行愛好家ロータリアンの親

睦活動グループ、医療従事者の国際親睦活動グループ

を引き合いに出し、次のように語ります。「非常に多

くのロータリーの友人たちが、世界中から毎日のよう

に支援を寄せてくれます。温かい思いが伝わってきて、

心の支えとなっています」 

ウクライナの会員たちは、緊急物資の受け入れと配布

にあたりながら、将来のことも計画しています。 

ボドナーさんはこう言います。「戦争が終わった後も

ずっと人道的な問題は続くでしょう。人道支援物資の

受け入れと配布の態勢と経路を今から整えておくこ

とで、将来にも役立つはずです」 

  


