
 

 

例会日：毎週月曜日１２：３０～１３：３０    例会場：〒８６０－８５３６ 熊本市上通町２－１ホテル日航熊本内 

創立日：昭和３３年９月１日（承認 昭和３３年１１月２４日）   事務局：〒８６０－８５３６ 熊本市上通町２－１ホテル日航熊本内 

 ＴＥＬ：０９６－２１１－２７２０ ＦＡＸ：０９６－２１１－２７２１ E-mail minamirc@mail.sysken.or.jp 

 

熊本南ロータリークラブ 

 週 報 

 

ＲＩテーマ  

心の中を見つめよう 博愛を拡げるために 

To expand philanthropy that watches in the mind 

 

2011-2012 度 国際ロータリー会長 

カルヤン・バネルジー（インド） 

 

四つのテスト－言行はこれに照らしてから－ 

① 真実はどうか   ③  好意と友情を深めるか 

② みんなに公平か   ④  みんなのためになるかどうか 

国際ロータリー第２７２０地区            2011-2012ＲＩテーマ 

 会長/堀川貴史  幹事/野口泰則 

クラブ広報委員長/馬場大介 

 

    第第第第1111回回回回    例会記録例会記録例会記録例会記録((((通算第通算第通算第通算第2486248624862486回回回回))))    

    平成平成平成平成23232323（（（（2020202011111111））））年年年年7777月月月月4444日日日日 

今日の例会 

1. 今日の歌 

2. 来訪者紹介 

3. 会長･幹事・各委員会報告 

4. 寿崎奨学会 奨学金支給式  

 

今月･来月の行事 

●7/14(木)14:00～市域 RC 会長･

幹事会＠ｷｬｯｽﾙ（堀川・野口） 

●7/19(火)18:30～前年度慰労会

＠ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝｺﾞｰﾙ（各委員長） 

●7/20(水)18:30～親睦活動＆

SAA 合同 IM＠ひろのすけ 

 

    

斉唱斉唱斉唱斉唱    国歌 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

    

会長報告会長報告会長報告会長報告（堀川貴史君） 

皆様こんにちは。新年度のスタートです。今年度会長を務め

させていただきます、堀川でございます。1 年間よろしくお願い

申し上げます。 

 早速ではございますが、本日、クラブ協議会の開催となってお

ります。大変ご多忙中とは存じますが宜しくお願い致します。こ

のあと、私から会長方針を皆様にお伝えし、その後、協議会で

は、各委員会の方針発表の場という位置づけにしております。

それを踏まえて、次々回例会時には常任委員長の皆様より、御

就任の御挨拶を頂きたいと思っておりますので、ご理解いただ

きますようお願い申し上げます。 

 また、今週は私どもが提唱いたします熊本南 RAC も記念すべ

き第 1 例会を迎えます。4 月に行われた 2010 年規定審議会で、

新世代奉仕は､ロータリー・クラブの活動の土台となるクラブ奉

仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕に続く、第 5 の奉仕部門と

して承認されました。 

 クリンギンスミス RI 会長は、新奉仕部門により、ロータリーの青

少年プログラムの価値と、ロータリーの未来へのその貢献度が

高まると述べています。 

 新世代が大切なのは、ロータリーの未来にとってばかりでなく、

私達の地域社会や世界全体にとっても言えることです。 

 第 5 の奉仕部門となる新世代奉仕は、世界平和と異文化の理

解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年と若者にとって

好ましい変化をもたらすことを認識するものです。 

 このような意味で、「今月は新たな奉仕部門を祝うチャンス」で

す。お互いに新体制でスタートですので、私も参加させていた

だいて、提唱クラブとして、さらに新世代奉仕活動の強化に取り

組むことを伝えてまいります。 

    

    

 

前年度会長・幹事へ記念品の贈呈前年度会長・幹事へ記念品の贈呈前年度会長・幹事へ記念品の贈呈前年度会長・幹事へ記念品の贈呈（堀川貴史君） 

☆ 久峨章義 前年度会長 ☆ 

☆ 後藤博 前年度幹事 ☆    

 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告（後藤博君） 

1. 本田ガバナーより 2011-12年度地区会員増強セミナー

アンケートのお願い（漆島委員長に依頼） 

 

2. 木下パストガバナーより ガバナー退任の御挨拶 

3. 木下パストガバナーより 東日本大震災支援 ご協力の

御礼 

4. クラブ名刺が必要な方は事務局までお申し出下さい。 

出席報出席報出席報出席報告告告告（園田修司君）    

会員数 出席数 出席率 

前々回（６/2７） 

修正出席率 

５９５９５９５９名 ４５４５４５４５名 78.9578.9578.9578.95％％％％    ９２．９８９２．９８９２．９８９２．９８％％％％    

出席規定適用免除者    ８８８８名 欠席記録免除者    ００００名 

名誉会員 ００００名（会員数には含まれません） 
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例会変更のお知らせ例会変更のお知らせ例会変更のお知らせ例会変更のお知らせ    

○‘05福祉 RＣ～早朝清掃例会のため時間・場所変更 

[変更前] ７月１２日（火）１２:３０～ 

[変更後] ７月１２日（火）６:３０～ 

[会 場] 県民総合運動講演 

    

サインメーキャップサインメーキャップサインメーキャップサインメーキャップ情報情報情報情報    

7月はサインメーキャプが少ないのでご注意ください。 

 

 

【臨時】【臨時】【臨時】【臨時】理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告    ７７７７////４４４４    

① 片山会員の退会による、後任の S.A.A.について 

→ 山本円会員に決定 

② 田川憲生氏の入会について 

→故永野会員も推薦者とする 

③ 退会された際田会員より30万円がクラブへ 

→基金として保管 

（御礼状が届きました）故鑪泉会員、杉田辰彦会員がご推薦下さり、

伝統と歴史あるこの熊本南ロータリークラブに入会させて戴き、１２年間

社会、職業、国際、新世代奉仕、その他沢山の委員会活動の中で多くを

学せていただきました。又、昨年の渕田会長年度における幹事、一昨年

の地区大会開催における皆様のご支援とご協力は言い表せないほど感

謝申し上げるばかりでございます。１２年間という歳月はあっという間でし

たが、ロータリーで学んだ「奉仕の理想」と「四つのテスト」を鏡とし、今後

はいち熊本県の事業家の１人として稼業に専念し社会貢献して参りたい

と思います。ロータリークラブの皆様のご好意と友情に、心から感謝申し

上げますと共に、熊本南ロータリークラブが更に発展されます事、並びに

皆様方の益々のご健勝を心から祈念申し上げます。本当にありがとうご

ざいます。  追記：少しばかりではございますが、何かのお役に立てて

頂ければ幸いです。 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

●●●●常任委員長に委嘱状伝達常任委員長に委嘱状伝達常任委員長に委嘱状伝達常任委員長に委嘱状伝達（堀川貴史君）    

  会員維持増強委員長  漆島典和君 

  クラブ広報委員長   馬場大介君 

クラブ管理運営委員長  田邉信一君 

奉仕プロジェクト委員長  浅山弘康君 

  ロータリー財団委員長  河口義弘君 

 

●●●●会員誕生祝・結婚祝会員誕生祝・結婚祝会員誕生祝・結婚祝会員誕生祝・結婚祝    （喜讀宣友君）    

[ 誕生祝 ]    [ 結婚祝 ] 

倉崎保広 君 7.11  今月は結婚記念祝いは 

大住正敏 君 7.16  ありませんでした。 

吉本栄一 君 7.17 

星野誠之 君 7.23   

●●●●クラブ広報委員会クラブ広報委員会クラブ広報委員会クラブ広報委員会    （馬場大介君）    

ホームページをリニューアルしました。詳細は別紙よりご確

認下さい。 

    

 

 

● パストガバナー報告パストガバナー報告パストガバナー報告パストガバナー報告    （寿崎肇君） 

２０１１-１２年度 PG・現ガバナー・次期ガバナー懇談会 

2011年7月1日 グランドプリンスホテル高輪 

上野直前ガバナー会議長の開会の言葉で始まり、物故者のお名前、黙

祷に続き、退任ガバナー上野代表の挨拶。東北大震災についてガバナー

会としての措置などロータリーらしさについて簡単に説明戊、東日本大震災

委員会の報告。新任ガバナー代表片倉氏（会議長）、続いて、新任地区ガ

バナー１人１人の自己紹介、財団管理委員長の小沢直前理事の挨拶、RI

理事退任挨拶、理事会報告が黒田直前理事よりあり、近藤理事の挨拶の後、

第４０回ロータリー研究会１１月２３日、ロータリー財団地域セミナー１１月２４

日、RI 会長＆財団管理委員長の歓迎晩餐会１１月２５日、ロータリー研究会

本会議１１月２６日と案内がありました。その次に会長エレクトの自己紹介が

１人１人あり、その後拉致被害者家族支援会報告があり、閉会。メインと思わ

れる東日本大震災委員会報告は織田２７９０地区直前ガバナーによって行

われました。支え寄り添うロータリーの支援で、先ず過去の３つの大震災の

義援金の使途に学ぶロータリーの在り方は、1923年関東大震災 東京 RC

が創立して3年目の当時、日本には東京 RC と大阪 RC のみ。死者20万人。

義援金89,000ドル（3,3億円）お米が一升何銭の時代のこの大金。東京 RC

がロータリー活動に熱心になった。2番目は1995年阪神淡路大震災。死者

不明者数6,443人。義援金8億円。3番目2004年新潟中越大震災。死者不

明者数40人。2011年東日本大震災。死者不明者数26,000人。7地区が被

害。ロータリーらしい支援とは、①公平さ（被災比重による配分をせず、公平

に支援の手を）②建設的な人づくりを。新世代への支援 ③心温まるもの 

④被災遺児とその家族に寄り添えるプログラムを ⑤５つの非被災クラブが

１つの被災クラブを支援  ②は災害遺児の教育環境支援での2本柱（1）災

害遺児への教育環境支援 （2）5For1クラブ・プログラム。具体的には高校

生に月2万円。この震災で両親または片親が被災された者に対し向こう5年

間の給付。総額4億6,000万。大学生は4万円。5年続けた場合1億3200万円。

想定された遺児の大学・専門学校就学率9％・150人、高校生22％・375人、

中学生236％・395人、小学生33％・388人、小学生未満13％・234人、合計

1,742人。プログラム運営総額 向こう5年間で8億7,000万。被災遺児全員に

本プログラムを適用した場合、想定総額21億円。6/29現在の義援金残8億

7,000万。一家の柱を失った家庭の将来は一瞬にして暗転した。家庭生活

の中にあって子供達が学習意欲を低下させ、将来の希望を失うことだけは

何としても回避しなければならない。ロータリーで養われた無償の精神、米

山奨学会のカウンセラー制度、ロータリーの持つ濁りのない「超我の奉仕」

の精神的純粋性。ロータリーはその精神にのっとり、徹底的に災害遺児とそ

の家族の心に寄り添えるプログラムを独自に構築してゆくことが出来る唯一

の団体です。又、5For1プログラムは被災クラブと涙と汗を共有することを通

じて、多くの非被災クラブ自身がこの「国難」を自分たちの問題として捉え、

クラブに新たな活力を見つけ出していくきっかけ作りとなることを期待し、２つ

のプログラムの展開がロータリーの温もりを被災地に届けていこう。以上でガ

バナー会の報告を終わります。ありがとうございました。 

 

    

ススススマイルボックスマイルボックスマイルボックスマイルボックス（元田亮一君） 

○寿崎肇君 

商業界九州連合同友会に沖縄同友会が入って下さり、九州沖縄連

合同友会になり、九州ゼミを来年行うことに致しました。感謝してス

マイルを。 

○川越武君 Ⅴ 

ホームクラブを連続で欠席しました。お詫びのスマイルを致します。 

○工藤青史君  

前回欠席でした。また次回欠席です。大変申し訳ありません。暇だ

った私も最近ちょっと忙しくなってきました。お詫びのスマイルを。 

○星野誠之君 

坂本会員、先日は御馳走様でした。ちょっとのハズがたいぶ飲ませ

ていただきました。見かけとは違い、坂本さんが優しい方であると感

じました。また行きましょう。 

○堀川会長・大住副会長・野口幹事・坂本副幹事・三角副幹事 

本年度１年間宜しくお願い致します。 

月月月月    日日日日    曜日曜日曜日曜日    時間時間時間時間    RCRCRCRC    場所場所場所場所    

7 12 火 12:00～ 05 福祉 火 の 国 ハ イ ツ 
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○久峨章義君 Ⅱ 

堀川丸の船出を祝してスマイル致しますとともに今日は午後から夜

まで熊本ファミリー銀行と私ども TKC 熊本市部との提携ローンの商

品発表のため交流会があり、早引きをします。またクラブ協議会も

欠席致しますので、お詫びのスマイルを合わせて致します。 

○中川順一君 

堀川会長、野口幹事、新執行部の一年の検討を願ってスマイルし

ます。 

○浅山弘康君 

堀川会長はじめ、新体制のスタートを心からお祝い申し上げます。 

○田邉信一君 

堀川会長はじめ今年度役員の皆様、１年間宜しくお願い致します。 

○髙宮宏君 

新年度役員の皆様、いよいよスタートですね。頑張って下さい。 

○今村浩昭君  

「堀川、大住、野口」年度の船出にあたり、お祝いのスマイルを致し

ます。 

○漆島典和君 

堀川年度の執行部の皆様、大変お世話になります。ただ一つ気が

かりなのが、司会担当の副幹事の坂本君です。皆様宜しくお願い

致します。 

○元田亮一君 

今年度スマイルを担当致します。皆様に楽しく、気持ちよく参加い

ただけるスマイルを心がけますので、どうぞよろしくお願い致しま

す。 

本日は堀川体制の第１回例会でありますので、全員スマイルをさせ

て頂きます。先程お名前を読み上げた以外の方、ご協力をお願い

致します。 

 

☆ 全員スマイル 

☆ クラブ協議会スマイル  

 

 

本日の合計      　 109,000円

今年度の累計 109,000円109,000円109,000円109,000円

 

 

 

 

●本日の卓話●本日の卓話●本日の卓話●本日の卓話        

就任挨拶 

会長 堀川貴史 

2011～2012 年度、熊本南ロータリー

クラブ第 54 代の会長をお引き受けいた

しました堀川貴史です。大住副会長、野

口幹事、坂本、三角両副幹事というとて

も心強い執行部で運営できることを、心

から感謝申し上げます。これまで熊本南

ロータリークラブのすばらしい歴史と伝

統を築いてこられた先輩方に、敬意を表

すると共に、次年度にうまく引き継ぎができますよう、この 1 年間会

長職をしっかり務めさせて頂きますので、会員の皆様方のご指導と

御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

2011～2012 年度 RI カルヤン・バネルジー会長は、「こころの中

を見つめよう、博愛を広げるために」を RI テーマとして発表されまし

た。強調事項として、①家族 ②継続 ③変化とされています。 

また、2011～2012 年度 RI2720 地区 本田光曠ガバナーは、今

年度地区スローガンとして、「【心機一転】―長期計画のもとで地

区・クラブを強化しよう！」を掲げられました。運営方針として、長期

計画委員会、長期ビジョン委員会、リーダーシップ委員会、ブライダ

ル推進委員会を新設し、3 ヵ年のクラブの長期計画の作成、CLP の

導入、ロータリー家族の充実、公共イメージと認知度の向上・クラブ

の柔軟性と会員の多様性を増進することをお願いされております。 

さて、2011～2012 年度、熊本南ロータリークラブとしては、RI と地

区と連携しながら、主体性を持ったクラブ運営ができるよう務めてい

きます。 

熊本南ロータリークラブは創立 50 周年の際、10 ヵ年ビジョンを作

成いたしました。10 ヵ年ビジョン 4 年目を迎え、その進捗をふまえな

がら、中長期的な視野にたって、次年度との連携をうまくとりながら

進めてまいります。 

 

【10 ヵ年ビジョン】 

1. 熊本南ロータリークラブは、10 年後に会員数 150 名を目指して

魅力あるクラブづくりに努めます 

2. 10 ヵ年ビジョンのコンセプトは、創立 50 周年スローガンである

「融和、そして未来へー。」とします 

ロゴマークの説明「右側の薄い青の丸は入会歴の古い会員、

左側の丸は入会歴の新しい会員、この二つの輪が交わってい

る所で親睦と奉仕活動を通してお互いの融和を図り、その結

果として緑の茎を出し、そして緑の濃い葉っぱを未来へ伸ばし

ていく」という意味です 

3. 10 ヵ年ビジョンの方針は、親睦と奉仕の両立を図り、思いやり

の心をもって社会に貢献できるクラブ活動を行い、変化する社

会ニーズに対応できるようクラブ運営に努めます 

4. 各委員会活動 

* 職業奉仕委員会 

・ 本音で話す職業奉仕の勉強会開催 

* 社会奉仕委員会 

・ 生活環境分野への活動の研究 

・ 自然環境分野への活動の研究 

・ 福祉分野への活動の研究 

* 新世代奉仕委員会 

・ IAC、RAC との連携 

・ 地域社会の新世代教育への活動の研究 

1. 国際奉仕委員会 

・ タイ・プロジェクト事業として、浄水施設設置工事から里

親制度そしてフェアトレードの研究 

・ 台北大同ロータリークラブとの協同プロジェクトの研究 

2. クラブ管理運営委員会 

・ 親睦と奉仕の両立を図る 

3. 以上を基本にクラブ活動を行い、その結果としてロータ

リー指導者の育成を図り、CLP（クラブ・リーダーシップ・

プラン）の運用を行います 

 

08 年 8 月 25 日（月）熊本南 RC 創立 50 周年記念ビジョン委員会 

会員数は今年度、漆島委員長中心に 70 名目指して頑張ります。

しかしながら、現会員の皆様に熊本南ロータリークラブのもつ、素晴

らしい魅力を十分に理解していただくことが、もっと重要なことだと

考えています。私は立派な経営者になって事業を成長、拡大した

い。そのためには立派な経営者の方々の影響をもっと受けたい。そ

の一心で熊本南ロータリークラブへ入会させていただきました。この

クラブにはそれに値する方々が沢山いらっしゃいます。他クラブと

は比べ物にならないくらい、私たちは恵まれた環境の中にいます。 

2000 年 4 月に入会させていただいて、入会当時から、先輩方に

文字通り大変な『かわいがり』をいただきまして、2007～2008 年度に

野田会長のもと、幹事、同時に 50 周年実行委員会の副実行委員

長を経験させていただきました。地区においても、過去 4 年間ロー

ターアクト・ライラ委員長を務めさせていただきました。直近の昨年

度は、久峨会長の御指示のもと、『九州新幹線全線開業記念・ロー

タリークラブ 320 キロ駅伝』のお世話もさせていただきました。そして、

その度に、人 1 倍、感動や達成感を味あわせていただきました。

色々な機会を通して、クラブの皆様のみならず、地区内外の役員の

方々、他クラブ会員の皆様、ローターアクトの会員の皆様、あるいは、

地域の方々にご指導とご協力をいただいてまいりました。入会以来

のこの 11 年間は、私にとりまして、とてもかけがえのない宝物です。
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色々な奉仕(親睦)活動に参加することで、人との出会いを通じて、

物の見方、考え方が当時とはまったく違ったものになり、人間的にも

少しは成長できたと確信しております。あらためて、そういった機会

をいただきました熊本南ロータリークラブならびに、会員の皆様に

心より感謝いたします。 

私は、今年度行われていくクラブの事業に対して、溢れんばかり

の情熱を注いでまいります。ぜひ、クラブ全員で奉仕(親睦)活動に

参加しましょう。結果、会員間のコミュニケーションの機会も増え、同

時に、新入会員と先輩会員の融和も進み、未来に向けて、手を携

えることができると思っています。大きなことはできませんが、奉仕

(親睦)の機会を数多く創ることを主眼において活動いたします。そ

して、最終的には、3 月の地区大会に全員で参加したい、ということ

が私の個人的な目標です。 

今年度 11 月には、先輩方によって積み重ねていただきました、

熊本南ロータリークラブ通算第 2500 回記念例会を迎えます。感謝

の気持ちを全員で刻みたいと考えております。 

 私自身、昨年、家族会でお約束しましたように、1 年間、私の心も

体もクラブに預けます。知識や経験が不足している中で、精一杯努

力してまいります。しかしながら、御承認いただいた皆様方も同様、

クラブのために、何とか後押しいただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

 

クラブテーマ：「奉仕（親睦）活動に参加しよう」 

強調事項  

１． 10 ヵ年ビジョン進捗の見える化 

２． 会員家族、ロータリー家族、地域社会との協調 

３． 各委員会活動の強化と長期計画作成 

４． 婦人の会の皆様を例会へ招待 

 

 

 

 

副会長 大住正敏 

今期副会長を務めます大住でござい

ます。クラブ定款・細則によると副会長は

会長不在の場合は本クラブの会合およ

び理事会において議長を務め、その他

通常その職に付随する任務を行うことを

もって副会長の任務とする、とあります。

今期堀川会長は若くて行動力ある会長

ですので、私の出番はないものと思って

ます。クラブの代表は会長・幹事であり、副会長は黒子です。今期１

年間会長を補佐して参りますので宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

幹事 野口泰則 

 今期１年間幹事として御役を拝命い

たしました野口です。この伝統と歴史あ

る熊本南ロータリークラブの幹事として

責任の重さに自信半分と不安半分が

交差しています。新会長の堀川会長の

方針に添い、会員諸氏そして各委員会

との潤滑剤としての存在になればよい

かなと思っています。親睦と奉仕の２枚

看板がロータリークラブですが、単なる親睦ではなく友情を深め、

奉仕もこれ以上の幸福は無いのです、という事を実感できる活動の

ある１年間でありたいと願っています。一年間宜しくお願い致しま

す。 

【【【【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：７月２１日（木）２０：００～ 

場所：濱田ビル（琴平 TSUTAYA 近く） 

内容 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）  

日時：７月２０日(水) １６：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生徒

の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です 

    

    

【例会予定】【例会予定】【例会予定】【例会予定】                

 

７月１８日（月） 祝日のため休会 

 

７月２５日（月） 常任委員長就任挨拶 

漆島会員維持増強委員長・馬場大介クラブ広報委員長 

田邉クラブ管理委員長・浅山奉仕プロジェクト委員長 

中川ロータリー財団委員長 

 

８月１日（月） 外部卓話 

  熊本県 政策参与   小野 泰輔様 

「震災後の日本と熊本が生きる道」    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7 月のロータリーレート 

1 ドル = 82 円 

 


