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・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎観桜会

　天神山公園　18：00 ～

第888回　例会　2018年4月7日（土）

会長タイム
加藤　好孝　会長

　今日は、いよいよ 4 月新年度の始まりです。

一週間例会が空くだけでも新鮮な気持ちになれ

ます。さて、例年と比べて今年は桜の開花も早く、

既に葉桜になっている所も多いようです。我々の

観楼会まで、何とか葉桜でも良いから鑑賞できる

ように期待しておりますが、「葉桜の季節に君を

思うこと」などと風情のある言葉もありますので

それはそれで月夜でも見ながら開催するのも有

りかと思います。私どもの会社も市の条例で敷地

に緑地帯を設けなくてはならなくなり、芝桜を植

えておりますが、先週より少し開花が見られたな

と思っていると昨日は約 7 割が咲いており、い

よいよ新年度のスタートである4月春到来を花々

が知らせる季節となりました。

　さて、今月 IR 強化テーマは「母子の健康月間」、

2014 年 10 月 RI 理事会は、４月を重点分野：「母

子の健康月間」としました。5 歳未満の幼児の死

亡率と罹患率（りかんりつ）（病気にかかる事）

の削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、より多く

の母子に対する基本的な医療サービスの提供、保

健従事者を対象とした研修、保健ケアの提供、母

子の健康に関連した仕事に従事することを目指

す専門職業人のための奨学金の支援を強調する

月間と定められております。

　「Unicef」 では 2016 年に 5 歳未満で死亡した

子どもの数は 560 万人で、そのうち新生児が占

める割合は 46％だそうです。ほとんどの新生児

の死亡は南アジア地域（39％）およびサハラ以

南アフリカ地域（38％）の 2 つの地域で起きて

いますが、新生児の死亡の半数は、インド（24％）、

パキスタン（10％）、ナイジェリア（9％）、コ

ンゴ民主共和国（4％）およびエチオピア（3％）

５つの国で起きているそうです。世界の 5 歳未

来週のプログラム

第889回　例会　2018年4月16日（月）

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎クラブ協議会

　会長エレクト　村川　保訓



会員増強員会アワー

　皆さんこんにちは、本日は、会員増強月間とい

うことで、卓話させて頂きます。まず、会員増強

のお話をさせて頂き、その後に 3 月 13 日火曜

日に、宮崎大学で開催されました新クラブ設立に

ついての説明会に久寿米木ガバナー補佐と参加

してまいりましたので、この件について少しお話

をさせていただきます。最後に時間があまりまし

たなら、皆さんあまり、ご期待では無いと思いま

すが、雑学の話をさせていただこうと思います。

　会員増強については、マイロータリーより入

会候補者を見つける。また入会候補者対応マニュ

アルをお配りします。これを参考に入会してい

ただけそうなお知り合いの方が、おりましたら、

私をはじめ会長や幹事にご紹介を頂き先方にお

伺いをしていきたいと思います。しかしながら、

私も何名か電話で入会のお誘いをかけましたが、

なかなか良い返事を頂けない状況です。そこで今

回会員皆さんで入会していただけそうな方はお

りませんか。

　続きまして、新クラブについてのお話をさせて

頂きます。 （別紙参照）

会員増強委員会　委員長　畠中　和広

満児の命を奪う感染症を代表する肺炎と下痢で、

それぞれ死亡要因の 16％と 8％を占めていま

す。早産による合併症や分娩中や出産後の合併

症による死亡は、2016 年の新生児の死亡要因の

30％を占めています。5 歳未満児の死亡 560 万

件に加えて、毎年発生している 260 万件の死産

の半数以上は予防できるものだそうです。

　この数を削減すべく、我々ロータリー会員は乳

児への予防接種や抗生物質投与を実施しながら、

必要不可欠な医療ケアの利用状況を改善し、専門

の医療提供者による母子への対応を支援してい

ます。出産時死亡率のおよそ 80％は、リプロダ

クティブ・ヘルスサービス（人々が安全で満ち足

りた性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、

子どもを持つか持たないか、いつ持つか、何人

持つかを決める自由をもつことを意味する）と、

専門医療従事者のケアを受けることで予防でき

ます。ロータリーが実施するプロジェクトの目的

は、教育、予防接種、出産用器具、移動診療所を

提供し、支援することにあるそうです。

　ロータリーは、少なくても、毎度の例会で食事

し、人脈を作るクラブではなく、知らない地域

でこの様な活動をおこなっていることも会員に

知ってもらいたく、本日は具体的な例を紹介しま

した。ロータリーは決して青年会議所ではありま

せん。

　では、お時間のゆるす範囲で雑学の話をさせて

頂きます。

怖い足し算

　ちょっと怖い足し算を紹介します。1 8 7 8 2、

数字の語呂合わせで「いやなやつ」と 読めます。

37 5 6 4 は、数字の語呂合わせで「みなごろし」

と読めます。嫌な奴と嫌な 奴が合わさると皆殺

しになります。18782+18782=37564 です。

電卓で好きな数字を並べる技術

　まず、8 を抜いた 1 ～ 9 までの数字「 12345

679」を打ち込みます。そして、そ の数字に好

きな１桁の数字を掛けます。さらに９を掛けま

す。するとその掛けた好きな１桁の数字が並びま

す。何故かわかりませんが、面白い計算ですね。



日　時：平成 30 年４月２日　13：30 ～

場　所：ニューウェルシティ宮崎

議題

１．プログラムについて（松下会員）

　4 月・5 月・6 月のプログラムについて説明

　4 月 22 日　 車いすバスケット

　5 月　　　　会員交流会　日程調整

　5 月 21 日　ゲスト卓話　梶田與之介会員

　　　　　　　（佐土原 RC 幹事）

定例理事会議事録 　5 月 27 日　 地区研修協議会　鹿児島

　6 月　　　　各委員長報告・五大奉仕委員長

　　　　　　　報告・三役退任あいさつ

２．退会の承認（2 名）

　・今和泉　悟（3 月 31 日付）

　・鶴田　順子（3 月 31 日付）

３．車いすバスケットについて

　4 月 22 日　午前 7 時

　　　　　　　ニューウェルシティ宮崎

　　　　　　　集合・バス出発



例 会 記 録 第887回  2018年4月2日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎セレモニー
◎会員増強委員会アワー
　　　　　委員長　畠中　和広

セ レ モ ニ ー

出席状況報告

4月2日 第887回 3月12日 第885回

会員数 32名（31名） 会員数 34名（33名）

出席数 19名 出席数 17名

出席率 61.29％ 修正出席率 60.61％

メイキャップを積極的に行いましょう。

メーキャップ　　前取り：今和泉　悟 君、都原　清次 君
　　　　　　　　　　　　越山　直美 君

スマイルＢＯＸ

加藤　好孝　君

みなさんで祝って頂きありがとうございます。

畠中　和広　君

55 歳になりました。

１. 開催日時　2018 年 3 月 27 日　

 12：00 ～ 13：00

２. 開催場所　宮崎大学地域デザイン棟

３. 参 加 者　設立会員 17 名、

　  　　　　　新クラブ設立推進役員10名　計27名

４. 新クラブ設立推進委員長挨拶 秦　喜八郎

５. 設立までの経過報告 鳥山　幹事

６. 議　　事

秦　新クラブ設立推進委員長が仮議長に就任

①クラブ定款及び細則の審議

　原案通り承認される

②役員選任

　会長：水光 正仁 氏、幹事：増田 宏明 氏

　会計：幹事兼任とする
ここから水光会長が議長に就任
③国際ロータリー加盟申請について

所定の申請書に基づき、早急に申請する。現在
26 名の会員候補者がいるが、内 2 名が保留な
ので 24 名が確実である。会員リスト提出が条
件なので、早く 会員情報を提出していただく。

④これからの例会開催について
４月から第２・４火曜日　12：00 ～ 13：00
で開催（昼食時間を含む）
例会場：宮崎大学地域デザイン棟
次回は、４月 10 日（第２火曜日）12：00　集
合です。

⑤例会に必要な備品
これについては、ガバナー事務所にお願いして、
揃えたい。しかし、クラプ独自で用意するもの
があれば、その都度検討する。

宮崎アカデミー ロータリークラブ
設立総会　議事録

⑥国際ロータリー加盟認証状伝達式（チャーター
　ナイト）について

プログラム（案）を参照
期　　日　2018 年７月 29 日（日）
　　　　　受付 12：00　13：00 ～ 17：00
場　　所　ニューウェルシティ宮崎宮崎駅東側
記念式典　13：00 ～ 14：00
記念講演　14：10 ～ 15：10
記念祝賀会　15：00 ～ 17：00

できる限り多くのロータリアンに呼びかけ、
祝っていただく。

⑦国際ロータリー加盟認証状伝達式（チャーター
　ナイト）実行委員会設置

実行委員会を設置する。新クラブアドバイザー
補佐（７人）が積極的に関わり
具体的に指導し、成功に導くこと。

⑧スポンサークラブ（２クラブ）、その他の市内
　クラブの協力要請

宮崎アカデミー RC は、人・物・金不足なので、
市内クラブの会長幹事の方々の 絶大なるご理解
とご協力をお願いしたい。
そのために、宮崎中部分区会長・幹事会にお願
いに行くこと。
４月３日（火）18：30 ホテルマリックス宮崎
中央 RC 田中会長に了解を得る。


