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■幹事報告（幹事 村瀬直久）

■国歌斉唱
１）
髙山泰四郎 ガバナー、瀧 満 Ｒ財団部門長より、Ｒ財団研修セミ

■「我等の生業」唱和

ナー（大分・熊本）開催の案内。
熊本研修セミナー（熊本開催）
日

時

場

所

■来訪者紹介（会長 白石 繁 )
卓話者

２０１８年１０年６日（土）

地区会員増強副部門長

１３：００〜１６：３０（受付開始１２：３０〜）
小川総合文化センター・ラポート ２Ｆ 研修室

大庭由樹 様（熊本江南ＲＣ）

熊本県宇城市小川町江頭８０ TEL:0964-43-0004
出席者

米山奨学生

翁力棟

会長、幹事、国際奉仕委員長

君
２）
髙山泰四郎 ガバナーより、ガバナーノミニー・デジグネート候

■会長の時間（会長 白石 繁 )

補者推薦について。
（硯川昭一ガバナーノミニーの次の方）
提出期限

高山泰四郎ガバナーより

２０１８年９月３０日（日）必着

提出先

月に一度は必ず会長の時間にプロ

〒８６０−０８０８

ジェクター等を利用し、「ガバナー月信・地区ホームページ」の

熊本市中央区手取本町１１−１ 銀染コア地下１階

紹介を行うよう求められています。ガバナー月信については、昨

地区事務所内

ガバナー指名委員会 宛

年より経費削減のため印刷物の配布を止め、すべてデジタル化し
地区のホームページに掲載するとなっていましたが、なぜか今月

３）

も印刷物が各クラブに送られてきております。

熊本水前寺公園ＲＣより、フラワーアレンジメント制作（例会）

□「西日本豪雨義援金募金」の募集を開始

参加の案内。
日

□今年度は各クラブ 1 名以上、特に女性会員の増強を目標とする

時

２０１８年１０月３日（水）
１２：００〜食事と歓談、１２：３０〜 例会、

【今月の予定】
8月4日

１３：００〜フラワーアレンジメント

米山セミナー（大分）

8月5日

〃

8 月 18 日

場

（熊本）

所

ホテルメルパルク熊本 ４階

卓話者

永松裕一会員（有限会社永松生花店 代表取締役）

参加料

お食事付き 4,500 円、

第 1 回ガバナー補佐・部門長会議

※地区米山学生選考副委員長の山田公也会員、
「大分・熊本」と

フラワーアレンジメントのみ参加 1,500 円

2 日間に渡るセミナーの準備そして実施、本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
４）

慈愛園子どもホームより、暑中お見舞いとサマーキャンプのお礼。

【退会者】
我がクラブの

益田敬二郎

君

が掲載されています。
５）
第２回定例理事会報告。

【6 月の例会出席】
熊本東南クラブ

女性会員数

出席率

81.44％
会員数

44 名

６）

本年度入会者

8名

会員満足度アンケート、
未だの人宜しくお願いします。
（匿名です）

退会者

1名

1名

−１−

■委員会報告

■今後の行事
9 月 2 日（土）

9月

広報・青少年奉仕

本県

くまもと県民交流

部門合同セミナー

熊本市

会館パレア

9 月 8 日（土） 伝承遊びの集い

荒尾 RC 創立 40 周
9 月 8 日（土） 年記念式典・祝賀
会
日田 RC 創立 55 周
10 月 10 月 6 日（土）
年記念式典

11 月 11 月 4 日（日）

熊本県
熊本市

（青少年奉仕担当 宮川義行）

案内中

熊本東南ＲＡＣ 募金活動について
泉ヶ丘校区公民館

案内中

西日本豪雨災害被災者支援の募金活動への協力ありがとうござい

白石繁、
熊本県
荒尾市

大分県
日田市

宇佐八幡 RC 創立

大分県

３０周年記念式典

宇佐市

ホテルヴェルデ

村瀬直久、

昨日のアクト・チャリティーボウリング例会での募金が 3,700 円

宮川義行、

でした（ガーター、ストライクを取る毎に 100 円募金で）

山田公也

先日のパルコ前での街頭募金 74,974 円、熊本東南ＲＣ例会で

昭和学園高等学校、
マリエールオーク

ました。

の募金 61,000 円、チャリティーボウリング 3,700 円で、合計

案内中

139,674 円の募金が集まり、被災地の行政窓口に届けるそうです。

パイン日田

ありがとうございました。
宇佐神宮参集殿

案内中

■出席報告
（出席・プログラム担当委員 福井 学）

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当 潮谷愛一）

月日
自己肯定感の欠如
今月（6 月）新幹線内で殺人が起きました。
「誰でもよかった、
ムシャクシャした。」と 22 歳の犯人が云っています。さらに「生
きている価値がない。」とも云っています。同じ 6 月、10 年前に
秋葉原殺人、17 年前に大阪池田小殺人事件が起きています。ど
れも「自己肯定感のない青年達」が起こした事件です。

会員数 出席者数

46
07 月 25 日 （免 3）
43
45
08 月 08 日 （免 3）
42
☆退会
08 月 01 日

自己肯定感は赤ちゃんのとき、幼児期に、できるものです。愛し
てくれるまわりの人々の存在が大切です。特に日本の育児の特徴
である、おんぶ、抱っこ、添い寝、母乳育児が赤ちゃんを安心さ
せる正しい育児なのです。
日本人の育児をダメだと指導した昭和 40 年から昭和 60 年があっ
たことを忘れてはなりません。この期間の母子健康手帳副読本で
は、「添い寝はやめるように」
「おんぶ、抱っこはほどほどに」と

私は長年、
親のない子の研究をしてまいりました。戦争で親を失っ
た子どもたちが肩を寄せ合って生きていた時代でした。親がいれ
ば幸せだと信じていたのに、実は親がいる子から問題が表れてい
ます。
昭和 60 年、厚労省は、副読本を大改訂しました。添い寝よし、
おんぶ・抱っこよし、としたのです。よかったと思っていますが、
残念ながらその頃の後遺症は今後も続くと思うと、日本の伝承育
児を否定した医学者に憤りを憶えます。私は、国家を批判するこ
ともボランティアだと信じています。

修正出
席者数

出席率
（％）

6

35

81.40

34

80.95

山本修三

☆出席免除
07 月 25 日

住江正治

島村徹男

鷲山法雲

08 月 08 日

住江正治

島村徹男

鷲山法雲

内田敏視
山本浩之

山本修三 渡邉一弘
前田昭博 川崎直樹

山坂哲生

岡本千代門

☆欠席者（8 名）
07 月 25 日

妊婦を指導したのです。
私がこの副読本を知ったのは昭和 57 年のことでした。すぐ、厚
労省にこの指導を停止するように要望しました。これは、子ども
の自己肯定感に損傷を与えると訴えました。母子の愛着が脳に記
憶できなくなるからです。

29

MU

今度の 100% 出席の日は

8 月 29 日（9 月 1 日）です。

■スマイル
（親睦・スマイル担当委員 草村安宏）
◎大庭由樹 様（熊本江南ＲＣ） 1,000 円
本日は、内田会員増強委員長より増強の話を頂きましたので、伝
統ある熊本東南ＲＣに卓話者として参りました。白石会長初め会
員の皆様方宜しくお願い致します。
◎松岡泰光 5,000 円
先週は誕生祝いありがとうございました。この 8 月で 50 才です。
今年度こそゴルフデビューし次回の会長杯に参加出来るように準
備します。その時は皆様お手柔らかにお願い致します。
◎宮川義行 5,000 円
8 月 2 日、ミルク牧場で慈愛園サマーキャンプが行われ、多くの
参加者で賑わいました。天気にも恵まれ、子ども達と楽しい時間

−２−

を過ごし、手作りパンも美味しくできました。34 回も続いてい
る事、続けてこれた事は、熊本東南ＲＣの歴史と財産です。先輩
達の努力の積み重ねが子ども達の笑顔として表れています。熊本
東南ロータリーの作り上げてきた素晴らしい取り組みを引き継い

ラブに対して会員がどう感じているのかに配慮し、方針や方向性を
定める際に会員の声を取り入れることが重要です。

でいける事にスマイルします。

□過去 1 年間に会員が純増した。
□過去 1 年間に女性会員が純増した。
□過去 1 年間に 40 歳未満の会員が純増した。
□まだ会員がいない職業分類の新会員を募ることに力を注いでいる。
□ロータリー学友（元ローターアクター、元青少年交換学生、元平
和フェロー、ほかのプログラムの元参加者）との関係を維持して
いる。
□ロータリー学友を積極的に勧誘している。
□最近退職した人を積極的に勧誘している。

◎横山佳之 5,000 円
10 月 9 日に銀座の白坂亜紀氏の講演会を行います。興味のある
方は横山までお願いします。ＮＨＫ「プロフェッショナル 仕事
の流儀」で紹介された、早稲田大学時代に銀座で女子大生ママ
になり、現在も活躍されている方です。出身は大分県竹田市で、
キャッスルの斉藤社長と同じだと思います。
◎堀内健太郎 5,000 円
誕生日のお祝いありがとうございました。１年間健康で頑張ります。
◎内田信行 3,000 円
8 月は会員増強月間です。今日は会員増強委員会の卓話ですが、
私の卓話では卓話にならないので、地区会員増強副部門長の熊本
江南ＲＣ大庭会員にお願いをしました。快く受けて頂けた事に感
謝しスマイルします。
◎小野川善久 1,000 円
誕生祝いありがとうございました。年齢が増えるのは全然嬉しく
ないのですが、プレゼントは大歓迎です。小物ばかりですので使
い勝手が良いようです。

私たちのクラブでは……

□毎年、少なくとも 90％の会員を維持している。
□会員の少なくとも 75％が、奉仕プロジェクトに直接参加したり、
リーダー的役割、そのほかのクラブの役割にかかわっている。
□会員からの意見を集める方法を定めている。
□クラブに紹介された入会候補者情報を確認し、候補者に連絡する
担当者を決めている。
□例会ゲストに自己紹介してもらい、またの出席を促している。
□新会員と既存会員の両方に対し、会員であることの恩典を説明し
ている。
□新会員へのオリエンテーションを実施し、クラブに参加できる機
会を提供している。
□先輩会員が新会員とペアになって助言を提供する仕組み（メンタ
リング）を取り入れている。
□職業や関心事について会員が例会で卓話をする機会を設けている。

◎山田公也 1,000 円
地区会員増強副部門長 大庭由樹さんの来訪を歓迎申し上げます。
だいぶやせたね (^^)

■

点

鐘
編集者

松岡泰光

■卓話者紹介（会員増強委員長 内田信行）
--------------------------------------------------------------------------------------慈愛園サマーキャンプ 2018 年 8 月 2 日（木）
阿蘇ミルク牧場

■卓話（地区会員増強副部門長 大庭由樹 様）
『クラブの健康チェック』
健康を維持し、病気を予防するには、定期的
な健康診断が欠かせません。これと同じよう
に、クラブが地域社会にとって大切な存在で
あり続けるためには、クラブを定期的に診断して問題点を見つけ、
その対処法を探ることが極めて重要です。
各健康チェックポイントについて当てはまるものに印をつけ、まず
はクラブの健康度をチェックしてみましょう。

健康チェックポイント 3：会員増強
健康的なクラブは、変化しながら発展します。会員の多様な考え方
や経験は、革新を促し、地域のニーズを見極める上で欠かせないも
のです。ロータリーが実施した調査によると、よくある退会理由の
一つは「リーダーが新しいアイデアに耳を傾けてくれない」という
ものであることが分かっています。会員の積極性を高めるには、ク

−３−

国際性あふれるインスピレーション

ポットライトが当てられました。

王女、3 人の首相、元大統領夫人が出席したトロント大会に、世
界中から 25,000 人以上が結集。ロータリーの活動成果を祝い、

月曜日の本会議では、ロータリーのジョン・ヒューコ事務総長と
UNICEF USA の会長・CEO であるキャリル M. スターン氏が講演

将来のビジョンを描きました。
記事 Arnold R. Grahl、Geoﬀ Johnson 写真 Alyce Henson

し、自身の体験について語りました。両者とも、戦争中に両親が
難民としてヨーロッパを逃れました。そのほかの本会議では、ロー
タリーの 6 つの各重点分野に関するゲスト講演がありました。

「インスピレーション いたるところに」をテーマにトロントで開
催された第 109 回ロータリー国際大会。世界中から 25,652 人の
ロータリアンが一堂に会し、親睦と国際性を楽しみました。会場
で旧友とばったり再会したり、友愛の家で新しい人と出会ったり、
本会議での講演で感動したりと、それぞれが特別なひと時を過ご
しました。
「この人とは姉妹同然」と話すのは、ロチェスター・ロータリー
クラブ会員のロンダ・パンチェックさん。会場で偶然、第 9141
地区（ナイジェリア）のパストガバナー、イジェオマ・パール・
オコロさんを見つけ、再会を喜びあいました。昨年、西アフリカ
プロジェクトフェアで出会った二人は、以来、予防接種活動で協
力し、Facebook の友だちとなっているそうです。

トロント（カナダ）で開かれた今大会
には、世界から 25,000 人以上が出席し
ました。
奉仕の理念を掲げるロータリーの大会
とあり、本会議や分科会では、より大きな成果をもたらす奉仕プ
ロジェクトの数々の機会やアイデアが紹介されました。

カナダのジャスティン・トルドー
首相が、ポリオ撲滅におけるロー
タリーの尽力に感謝しました。

教育用玩具を専門とするリープフロッグの共同創設者で、ラモリ
ンダ・サンライズ・ロータリークラブ（米国カリフォルニア州）
に所属するジム・マーグラフさんは、アフガニスタンの女性たち
に読み書きを教えるために自社が開発した教育用タブレットのダ
リー語とパシュトー語版を紹介。また、奉仕の推進を目的にバー
チャルリアリティー技術を開発するため、同社とロータリーが協
力してきた経緯について話しました。

国際大会に初めて参加したという
ガーナのセルジュ・スルー OGA
さんは、
「大会のハイライトは何といっても、世界中から来た人

ロータリー元国際親善奨学生で、ヒューストン・ロータリー E ク
ラブ（米国テキサス州）に所属するアイシス・メヒアスさんが
水と衛生の重要性を強調したほか、ロータリーの元青少年交換学

たちとの出会い」と述べます。
4 日間にわたる今大会で講演した
ゲストはいずれも、ロータリーの活動成果を称賛し、さらなる活
動と協力を促しました。英国のアン王女は、ポリオ撲滅活動で中
心的な役割を担うロータリーに感謝を表明。また、ローラ・ブッ
シュ元米大統領夫人は、早期児童教育の支援をロータリアンに呼
びかけました。

生であるジェーン・ネルソンさんがビジネス界との協力を通じて
ロータリーが経済発展の分野に影響をもたらす方法を説明しました。

国連の「持続可能な開発目標」の立案に貢献した一人、ニュージー
ランドのヘレン・クラーク元首相は、イアン H.S. ライズリー RI
会長と対談し、ジェンダーの平等と、環境、貧困、飢餓、平和の
重要な関連性について語りました。
また、ハイチのジャック・ガイ・ラフォンタン首相がビデオメッ
セージを寄せ、その後でロータリーとハイチ政府の水担当局の提
携プログラム「HANWASH」の立ち上げが発表されました。これ
は、同国の水・衛生の課題に取り組む活動です。
さらに、カナダのジャスティン・トルドー首相にロータリーから
「ポリオ撲滅推進功労賞」が贈られました。トルドー首相は受賞

ローターアクト創立 50 周年にあたる今年の大会では、元気なエ
ネルギーにあふれる若者たちの姿も多く見られました。
2019 年ハンブルグ大会のジョン T. ブラウント委員長は、エア・
カナダ・センターに来た人たちと一緒にセルフィーを撮り、メッ
セージを添えて友だちに送信するよう促しました。「トロントで
最高のひと時を過ごしています。来年のハンブルグ大会でも皆さ
んと会えることを願っています」
水曜日には、来年のハンブルグ（ドイツ）国際大会にちなみ、カ
ナダのバンド Fab Fourever がビートルズの歌をドイツ語で披露。
また、16 人の元会長とともにステージに上がったバリー・ラシ
ン次期会長が、次年度のテーマ「インスピレーションになろう」
について語りました。最後に挨拶したライズリー会長も、
「私た
ちがインスピレーションになることが大切」と呼びかけました。
2019 年ロータリー国際大会は、6 月 1 〜 5 日、ドイツのハンブ
ルグで開かれます。
----------------------------------------------------------------------------------------------

演説の中で、ポリオ撲滅のために各国政府と協力するロータリー
への感謝を述べました。ポリオを撲滅する闘いにおいてロータリ
アンが極めて重要な役割を担っていると首相は語り、
「私たちは
協力して、ポリオ撲滅を実現させます」と述べました。

ニーズを見極め、解決する
課題を「機会」ととらえるのが
ロータリー流の発想です

大会の正式な開幕に先立ち、6 月 22 日（金）には「ロータ
リー平和構築サミット」も開かれました。サミットではテレラ

110 年以上にわたり、世界の切迫したニーズに応えるために、平
和の促進、非識字と貧困の緩和、きれいな水と衛生設備の提供、

イ・トレントさんの講演に加え、経済平和研究所（Institute for
Economics and Peace）とロータリーとのパートナーシップにス

疾病の予防と治療に取り組んでいます

−４−

