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■国歌斉唱
２）

■ロータリーソング「奉仕の理想」

第５回 定例理事会報告。

■来訪者紹介

（会長 白木 誠一 )
熊本城東ＲＣ

福島正継

2017年 11月11日（土）・12日（日）
君

12月2日（土）

阿蘇リゾートグラ
阿蘇RC創立50周年記念式
佐野茂、松本繁、宮川
熊本県阿蘇市 ンボリオホテル・ゴ
典並びに記念ゴルフ大会
義行
ルフ場
職業奉仕第2回セミナー

熊本県熊本市

熊本県民交流館
案内中
パレア

■会長の時間（会長 白木 誠一 )
ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信の解説

■ロータリー情報の時間

11 月は「ロータリー財団」の月間です。

（ロータリー情報担当委員 佐野茂）

11 月 6 日は立冬に入り、気温は一段と下がるようです。先日は済

年次総会について

州島へ 7 人でゴルフツアーで楽しんできました。気温は朝晩は８℃
と下がり、風があり体感温度はかなり低く感じました。やはり済州
島のゴルフ場は風に負けないようにプレーするのがｺﾂでしょうね。

又数年前に行ったときは中国からの観光客が豪華客船で大挙おしか

けて、ホテル前などにある免税店も満員で入るのをあきらめました。
現在は中国と韓国の国交があまりうまくいってないようですので、
観光客はかなり少なくゆっくり楽しめました。

○年次総会
・年次総会は、毎年 12 月 31 日までに開催しなければなりません。
（定款 §6）

当クラブは毎年 11 月第 3 例会に開催することにしています。

（細則 §5）

私たちが帰った１１月５日にトランプ大統領が訪日して、ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌ

・年次総会の議題は、次年度の役員、理事を選挙するだけです。

ｧｰの松山と阿部首相とゴルフで親睦を深めたようです。その日の

ただし、会長は次次年度の会長を選挙します。

ニュースではアメリカの株式市況が４日連続高騰してアメリカの企

その他の議題は一切やりません。

業が先行き明るいと発表していました。 そして丁度現在の時間

役員、理事選挙以外で、全会員で決議する必要がある場合には、

１１月８日の例会時間と同じ時間に、ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領は韓国の国会で

通常の例会において行います。

演説をしている時間でした。韓国の国会でアメリカの大統領が演説

その場合、全会員に議題、議事内容を、当該例会の 10 日前に書

をするのは２４年ぶりということです。

面による通知を行い、当該例会の出席会員が 3 分の 1 の定足数
を満たしていることが必要です。

■幹事報告（幹事 古田哲朗）

・年次総会は毎年 1 回だけで、臨時総会という制度はありません。

１）

○選挙される役員、理事（定款 §10．細則 §3）

案内。

・会長（次々年度）
、副会長、幹事、会計、会場監督および 7 名の

熊本北ＲＣより、熊本市域ＲＣ新春合同例会の

理事

日 時 平成３０年１月５日（金）合同例会１２：３０～、

・会長は、選挙期日の 1 ヵ月前に指名委員会を設置し、全会員に報

場 所 熊本ホテルキャッスル ２Ｆ「キャッスルホール」

・指名委員会は、会長、会長エレクト、直前会長、副会長、幹事、

懇親会１３：００～

告します。

－１－

（■出席報告

（出席・プログラム担当委員 河岸彦治）

月日

前幹事を構成委員とし、選挙の 1 か月前に任命します。

・指名委員会において指名された候補者を、年次総会において選挙
することになります。

○選挙された役員の任期（定款 §10）
・会長を除き各役員は選挙された次の年度の 7 月 1 日に就任します。

会員数 出席者数

40
10 月 25 日 （免 3）
24
5
37
40
11 月 08 日 （免 2）
29
38
出席免除
10 月 25 日
住江正治
鷲山法雲
11 月 08 日
住江正治
鷲山法雲
欠席者（8 名）
10 月 25 日

・会長の任期

島村徹男
山本浩之

岡本千代門

会長は、就任する日の 18 カ月以上 2 年以内に選挙されます。

会長は、
選挙された時点（前々年度の年次総会）から会長ノミニー

修正出
席者数

出席率
（％）

29

78.38
76.32

古庄浩二

堤 勝也
益田敬二郎

小松野正彦

今度の 100% 出席の日は

になります。

会長就任の前年 7 月 1 日に会長エレクトとなります。

MU

内田敏視
山坂哲生

11 月 22 日です。

■スマイル

会長の任期は 1 年間です。

○資格条件

・役員、理事は瑕疵のない会員（本来あるべき要件や性格に欠けて
いないこと）

・クラブ会長候補者は、指名前、少なくとも 1 年間、当クラブの会
員であることが前提です。

ただし、当該会員の奉仕が、この要件を満たしていると地区ガバ
ナーが判断した場合は例外となります。

・会長エレクトは、エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）と地区研修・
協議会に必ず出席することが義務づけられています。

（親睦・スマイル担当委員 横山佳之）
◎沼田敏雄

5,000 円

① 11/3（金）～ 5 日（日）障がい者全国大会で青森へ行って参
りましたが、紅葉には遅かった感じが致しました。

② 11/6（月）大学の同期会で東京で交流してきましたが、74 才
にもなれば血圧や病（やまい）の話が多くなりましたネ！中には
亡くなった話も増えてきました。今からは同期メンバー減るばか
りかな！

○当クラブは、申し合わせにより、会長ノミニーに選挙される人

は、その前年度において原則的に副会長に選挙されるものとしてい
ます。

◎宮川義行

5,000 円

寒くなってきました。先週の金曜、土曜、日曜と月曜まで４日間、
鹿児島に出張でした。作業車に乗って 20 ｍの高さで看板の塗装

○理事会またはその他の役職に欠員が生じた場合は、残りの理事の
決定によって補充します。

理事エレクトの決定によって補充します。

でも元気で働ける事が何よりだと思っています。皆さんも、いつ

◎内田信行

3,000 円

今日、免許更新に行ってきました。８年かかってやっとゴールド

（職業奉仕担当委員 宮川義行）

免許になりました。餅米は精米も終わって 330kg の収穫でした。

１．第２回職業奉仕セミナーの案内

１２月２日 １３：００～１６：００

◎吉田嘉昭

2,000 円

◎小畑成司

2,000 円

結婚記念日の花束ありがとうございます。まだ 26 年です。

２．次年度地区職業奉仕部門 倉田榮喜 部門長より地区職業奉
→ 古田哲朗会員を推薦 → 本人承諾

くり職人の話に耳を傾けるのもいいものだと感じました。いつま
までも元気でいたください。

■委員会報告

仕委員増員の依頼あり

看板も揺れる。久々冷や冷やして仕事しました。夜は皆で毎晩居
酒屋で飲んで討論会でした。たまには出張で交流を深めて、ゆっ

○役員エレクトまたは理事エレクトが空席となった場合は、残りの

熊本県民交流会館パレア

をしていると、風が強くて寒くて、作業車のバケットは揺れる、

城東ロータリークラブの福島さんのご来訪を歓迎いたします。い
つもお世話になっております。

－２－

■卓話

れまで、1500 台のバイクや 6700 台の車両、17 隻のボートの調達資
金を提供してきました。ボランティアは時に、象、ロバ、ラクダの背
中に乗って移動し、僻地の子どもたちにワクチンを届けています。

（会長 白木誠一 )

和歌山東南ロータリークラブ訪問の件

4. パキスタンでは、ワクチン投与とモニタリングのために、地元の女
性を雇用することを重視しています。21,000 人以上の予防接種ボラ
ンティアのうち、83％が女性です。これらのボランティアの尽力によ
り、パキスタンではこれまでで最高の予防接種率を達成しました。

スマイルおよび義援金について

■点鐘

編集者

村瀬

直久

ポリオ撲滅について知られていない 5 つのこと
1985 年以来、ロータリーが先導してきたポリオ撲滅活動。たくさん

の困難を乗り越えながらも、1988 年に毎年 35 万件だったポリオ発症
数は、今年は 10 件にまで減少しています。これは、ポリオをなくす
ことへの熱意を持つ何千もの人たちの時間、
寄付、
努力、
革新（イノベー
ション）があってこそ実現したことです。
今回は、ポリオ撲滅活動についてあまり知られていないことを 5 つご
紹介します。
1. シリアのアイスクリーム工場は、予防接種活動中にヘルスワーカー
がワクチンの保管に利用する氷嚢（アイスパック）の冷凍を行ってい
ます。

5. ロータリーとパートナー組織によるポリオ撲滅活動のおかげで、身

体まひの犠牲になることなく、今日も自分の足で歩いている人の数は
1600 万人以上に上ります。また、1988 年以来、25 億人の子どもに
ワクチンを投与してきました。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

インターアクトクラブ

2. ポリオをなくす闘いに、
多くの有名人が大使として参加しています。
ジョン・シナ
撲滅大使の中には、WWE レス
リングのスターのジョン・シナ、

女優のクリステン・ベル、アク
ションスターのジャッキー・チェ
ン、プロゴルファーのジャック・
ニクラウス、グラミー賞受賞歌
手のアンジェリーク・キジョー
とジギー・マーリー、ノーベル
平和賞受賞者のデスモンド・ツツ、人類学者のジェーン・グドール博士、
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団共同会長のビル・ゲイツ、ポリオサバイ
バーで世界的バイオリニストのイツァーク・パールマンなどがいます。

世界に友だちを広げながらボランティア精神と国際感覚を身につける
インターアクトクラブでは、12 ～ 18 歳の中学・高校生が、地

元でのボランティア活動や海外のインターアクト会員（通称「イ
ンターアクター」）との交流を通じて視野を広げ、国際感覚を養っ
ています。ロータリークラブの支援を受けて設立されるインター
アクトクラブでは、友だちと一緒に楽しみながらロータリーの「超
我の奉仕」を学び、行動力を身につけます。

インターアクトでできること
インターアクトクラブはたくさんの可能性にあふれています：
・学校や地元地域でボランティア活動をする
・異文化について学び、国際親善に貢献する
・学校や地元地域でリーダーシップを発揮する
・楽しみながら、世界中に友だちをつくる
インターアクトクラブ数

20、372

インターアクター数

468、556

インターアクトクラブがある国の数
3. ロータリーのボランティアと保健従事者は、ポリオの予防接種を子
どもたちに提供するため、山を登り、砂漠を抜け、僻地の島にボート
で赴くなど、命の危険を顧みずに活動してきました。ロータリーはこ

－３－
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ソーシャルメディア

インターアクトの活動内容
インターアクトクラブは、少なくとも年に 2 回、プロジェクトを
実施します（ひとつは学校または地元地域でのプロジェクト、も

フェイスブック
国際ロータリー（日本語）

うひとつは国際理解を促進するプロジェクト）
。インターアクター
は、地元ロータリークラブからの指導と支援を受けてプロジェク
トを実施し、リーダーシップを養います。

国際ロータリー（英語）
End Polio Now（ポリオ撲滅）
ローターアクト
インターアクト
ロータリー平和センター

以下の機会にイベントや活動に参加し、インターアクトの活躍を
多くの人にアピールしましょう。

国際ロータリー会長

・世界インターアクト週間
・インターアクト・ビデオコンテスト

ジョン・ヒューコ Rl 事務総長

・国連で開かれる「Rotary Youth Day」
・世界青少年奉仕デー（Global Youth Service Day）

ツイッター

国際ロータリー（日本語）
国際ロータリー（英語）
End Polio Now（ポリオ撲滅）

参加方法
学校にインターアクトクラブがあるかどうか学校に問い合わせる
か、地元にインターアクトクラブがあるかどうか最寄りのロータ
リークラブにお尋ねください。インターアクトクラブがある場合
には、クラブに直接連絡して、次回の会合、プロジェクト、イベ
ントへの参加に関心があることを伝えましょう。

ローターアクト

ジョン・ヒューコ Rl 事務総長
リンクトイン
国際ロータリー
Rotary Reconnect（ロータリー学友）
ロータリー平和フェローシップ
ロータリー青少年交換

インターアクトのフェイスブックページで、世界中のインターア
クトクラブの活動の様子をご覧ください。
最寄りのロータリークラブを探す
新しいインターアクトクラブをつくる
学校や地元地域にインターアクトクラブがない場合、新しいクラ
ブをつくることができます。インターアクトクラブの設立には、
以下が必要です：

・支援と指導を行う地元のロータリークラブ（
「提唱ロータリー
クラブ」と呼ばれる）
・顧問となる教員または提唱ロータリークラブ会員
・インターアクトクラブへの入会に関心がある 12 ～ 18 歳の中学・
高校生（クラブを設立する学校に通っている、または、クラブ
を設立する地元地域に住んでいる）
・仲間を集め、クラブを設立する際にリーダーシップをとること

そのほかのソーシャルメディアサイト
Instagram
YouTube
Snapchat
Google+

SlideShare
Vimeo

のできる人

クラブ設立の条件、ロータリーからの認定、クラブ運営の方法に
ついては、インターアクト：提唱ロータリークラブとアドバイザー
向けのガイドをご参照ください。
ロータリークラブがインターアクトを提唱する方法
インターアクトクラブの提唱を通じて、青少年によるボランティ
ア活動やリーダーシップ養成を支援し、若者のエンパワメントを
後押しできます。インターアクトは、中学・高校の年代の若者た
ちが自分の可能性を発見し、国際感覚を身につける機会となりま
す。ロータリークラブにとっても、若い世代との交流を通じてク
ラブに活力がもたらされるでしょう。

－４－

