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令和４年（2022）年５月９日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

入部祥子様（オハイエくまもと理事長） 

オハイエくまもと理事長 入部祥子様、卓話をありがとうございました！  

会長報告（玉田光識君） 

皆さま、こんにちは。本日は今年度第 22 回例会です。本日は外

部卓話者としてオハイエくまもとの入部祥子様にお越し頂いてお

ります。入部様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

さて、先日東京の大手放送局の社長による会社経費の私的流用

などの不適切行為が確認されたとして、取締役会で本人からの辞

任申し出を承認したとのことです。今回のような大企業による経

費不正に国税当局が勢いづくのではないかと言われています。つ

まり、中小企業へも影響するのではないかということです。中小

企業事業者は経費を明確に公・私に分けることが難しい時もあり

ますよね。役員に関する支出には、税務署も目を光らせているよ

うです。一例として交際費は領収証とともに、同席した取引先の

名前などを残しておくことも必要です。その他色々ありますが、

皆様の会社でも公私混同しないように適切に処理しましょう。 
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ところで今日の話は我が熊本南ロータリークラブには

関係ない話でしたかね。 

 以上、会長報告です。 

 

幹事報告（馬場大介君） 

1.堀川貴史会員へ「ポール・ハリス・ソサエティ会員」

通知が届いております。  

2.井上雄一朗会員へ「ポール・ハリス・フェロー表彰」

が届いております。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

例会変更のお知らせ 

○05 福祉 RC～地区大会に日程変更 

[変更前] 5 月 17 日（火）12：30～ 

[変更後] 5 月 13 日（金）～14 日（土） 

[場  所] 地区大会 

○りんどう RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 5 月 19 日（木）13：00～ 

[変更後] 5 月 19 日（木）19：30～ 

○中央 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 5 月 20 日（金）12：30～ 

[変更後] 5 月 20 日（金）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○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～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5 月 31 日（火）12：30～ 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（加藤和文君） 

  

 

 

 

 

 ［結婚祝］           ［誕生祝］ 

三瀬広海君  5.11        原 裕一君  5.11 

西川尚希君  5.13      野田和宏君  5.11 

山口 競君   5.14       谷口英樹君  5.24 

三好正太君  5.16       德永隆正君  5.27 

坂本研一君  5.17 

森本康文君  5.18 

吉永彰一君  5.20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●S.A.A.（渕田俊郎君） 

  皆さま、こんにちは。S.A.A.よりお知らせです。次

回5/16（月）例会よりクールビズを実施いたします。

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 入部祥子様のご来訪を歓迎します。卓

話を楽しみにしております。本日はもう一つ喜ばしい

ことがあります。高宮 宏会員の復帰です。年齢的に

色々心配でした。お顔を拝見できうれしいです。 

 

出席報告（原 裕一君）                  

会員数 出席数 出席率 

６１名 ４２名 ７０．００％ 

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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○堀川貴史君 

 本日の卓話者 オハイエくまもとの入部様のご来訪を

心より歓迎いたします。卓話よろしくお願いいたしま

す。私事ではありますが、コロナに感染してしまい、

少し長めの GW を過ごしました。おかげさまで完治い

たしました。ご心配をおかけしました。 

○渕田俊郎君・齊藤直信君・久峨章義君・德永隆正君 

後藤 博君・河津延雄君・漆島典和君・北口 誠君 

古財良一君・西川尚希君・井上雅文君・雑賀庸泰君 

森本康文君・告坂和紀君・松茂信吾君・林田公治君 

 本日の卓話者、入部様のご来訪を歓迎いたします。ま

た、高宮 宏会員、退院おめでとうございます。元気

なお姿を拝見できうれしく思います。 

○永井富士雄君 

 高宮 宏会員の快気祝いと久しぶりの例会出席を歓

迎します。また、オハイエくまもと 入部様の卓話、

心から感謝します。 

○高宮 宏君 Ⅹ 

 例会に出席できまして心より喜んでおります。約 1 ヵ

月の入院生活は年寄りには苦痛でした。会員の皆さま

方とお会いでき本当にうれしく思っています。今後も

精進して健康第一で頑張ります。お見舞いもありがと

うございました。また、入部様の卓話楽しみにしてい

ます。 

○古財良一君 

 今日は入部さんの卓話よろしくお願いします。ちなみ

に今日は娘の誕生日です。さらに入部さんの誕生日は

5 月 31 日（コザイ）です。 

○川崎 博君 

 入部祥子さん、ようこそ！オハイエの卓話楽しみです。 

○谷口英樹君 

 本日の卓話者 入部祥子様に心から感謝いたします。 

○漆島典和君 Ⅹ 

 5 月 4 日第十回曲水の宴が無事終了しました。また、

記念寄席も無事終わりホッとしています。お力添え、

ご参加いただいた皆様に感謝のスマイルです。 

○野口泰則君  

 先週 5/6 ホテルニューオータニ博多にて、第 7 回日台

親善会議が開催されました。当クラブから堀川ガバナ

ーエレクトが出席されました。今台湾は第二のウクラ

イナになるかもしれない危険な流れにあります。もっ

と日本は台湾を守らなければなりません。 

○内田泰生君 Ⅴ 

 先日は卓話の時間をいただきありがとうございまし

た。また、たくさんのスマイルをありがとうございま

した。いただいたスマイルは私の笑顔で返していきた

いと思っております。最後に本日は所用のため早退し

ます。すいません。 

○井上雄一朗君 

 久しぶりの例会出席ですが、所用が入り早退させてい

ただきます。大変申し訳ありません。お詫びのスマイ

ルです。 

○野田和宏君 

 今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●外部卓話（古財良一君） 

 「オハイエくまもとの活動」 

入部祥子様（オハイエくまもと） 

  

  

 

 

  

 【略歴】 

昭和 22 年人吉生まれ、熊本市育ち 

熊本高校、熊本大学医学部卒 

小児科勤務医として 47年間勤める傍ら 30年以上前

からユニセフ、スペシャルオリンピックス、国際キ

ワニスクラブなどのボランティアをする。その活動

から 13 年前にオハイエくまもとを設立した。 

4 年前に悪性リンパ腫に罹患し 8 ヶ月の入院生活で

抗がん剤、抗体療法により回復して、入院中に 10

周年音楽祭と記念コンサートを企画して成功する

ことができた。 
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【例会予定】 

5/23（月）月間テーマ卓話 RAC 委員会/熊本南 RAC 

5/30（月）新入会員卓話 加藤和文君 

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） 

 「ウクライナ難民支援：欧州のローターアクトクラブ

が力を結集」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2022 年 2 月下旬、ロシアによるウクライナ侵攻が始ま

り、イリーナ・ブシュミナさんは数時間のうちに、キ

エフの自宅から逃げ出しました。姉と生後 3 カ月の甥

とともにオーストリアのウィーンに向かい、途中、ロ

ータリー会員の家に身を寄せました。Kyiv City ロー

ターアクトクラブの会員で、ウクライナの地区ロータ

ーアクト代表を務めるブシュミナさんは、支援を受け

たことをきっかけに、より大規模な救援活動を行うこ

とを決意しました。現在、彼女が作成したオンライ

ン・プラットフォームを通じて、数千人のウクライナ

難民のためのシェルターを見つけることができるよ

うになっています。 

欧州各地で、ローターアクト会員がデジタルツールを

使って情報を共有し、ウクライナの戦争で被災した人

びとを支援するために連携しています。世界 40 カ国

以上のクラブが加盟する欧州のローターアクト多地

区合同情報組織（通称「Rotaract Europe」）を通じて

グローバルネットワークを活用し、被災地のニーズに

合った支援を行ってきました。 

戦争開始から間もなく、Rotaract Europe 会長である

クリスティアン・ライトナーさん（Linz ローターアク

トクラブ会員）は、ウクライナの人びとを支援するプ

ロジェクトが既に実施されていることを知りました。

オーストリアの Klagenfurt-Wörtherseeローターアク

トクラブが中心となり、Rotaract Europe のウェブサ

イトから情報を集め、5 台のバンと車に救援物資を積

み込み、夜通しポーランドとウクライナの国境に届け

ていたのです。また、現地の地元のローターアクトク

ラブが救援物資を配布していました。 

「ロータリーのネットワークがいかに早く物事を実

現できるかを実感した」とライトナーさん。侵攻開始

から 1週間以内に始まった何十ものローターアクトの

活動が行われていることを知り、ローターアクトクラ

ブとロータリークラブ、地区間のコミュニケーション

を調整し、協力関係を促進する上で、ローターアクト

が重要な役割を果たすと実感しました。 

また、Rotaract Europe では、難民やボランティアの

ための情報を「United for Peace」（平和のための団

結）というウェブページにまとめています。ブシュミ

ナさんは、「Spaces for Ukraine」という宿泊場所探

しに特化したプラットフォームを立ち上げるため、こ

のページに情報を掲載し、難民とホストファミリーを

結び付けるためのフォームを作成しました。このペー

ジでは、近隣諸国のプロジェクトに関する最新情報、

難民が利用できる無料の鉄道、バス、航空輸送に関す

る情報、国境で人びとを助けるための情報を提供して

います。また、必要な物資のリストや寄付・寄贈の方

法も紹介されています。 

ライトナーさんは次のように話します。「ローターア

クトクラブは、（このウェブページから）ウクライナ

や周辺地域で何が起きているかを把握し、どのような

プロジェクトを実施できるかを決めることができま

す。ロータリー会員によるつながりの構築と協力を促

進する力になりたいと感じています」 

ライトナーさんや Rotaract Europe のほかのリーダー

たちは、欧州各国のローターアクト代表と毎週 Zoom

会議を開き、アイデア交換やプロジェクトの最新情報

の共有を行っています。このような会合が、より良い

コミュニケーションと連携に役立っているとライト

ナーさんは話します。 

1988 年にクラブの連合体として発足して以来、

Rotaract Europe は、国境を越えてローターアクト活

動に関する情報を共有することに重点を置いてきま

した。しかし、ウクライナの人びとへの支援はこれま

でとは異なると、ライトナーさんは述べます。「これ

までよりもずっと積極的に取り組んでおり、ローター

アクターの情熱とエネルギーが、私たちのモチベーシ

ョンを高めてくれています」 

 

 

https://rotaracteurope.eu/

