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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 
Reach Within to Embrace Humanity 

 

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 真実かどうか   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13回 例会記録(通算第2498回) 

 平成23（2011）年10月24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. 会員卓話 工藤青史会員 

「クリーンエネルギー・天然ガス」 

今月･来月の行事 
●11/24(木)13：15集合～職場訪
問＠再春館製薬所 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介（堀川貴史君） 

綾瀬 RC（神奈川） 

 田中 伸宜 様 

 

 

 

 

 

熊本中央 RC 

丹後 秀世 様 

 

 

 

米山奨学生  グエン・フク・ホン 様 

 

  

会長報告（堀川貴史君） 

前回は、2720地区、本田ガバナーに公式訪問をいただき

ました。熊本单ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに対してのご指導を賜りましたこ

とに心から感謝申し上げます。また、当クラブの活動につい

ても、クラブ協議会を通じて、十分にご理解いただいたものと

思います。また、ガバナーのお話の中で、熊本クラブと熊本

单クラブは別格なのです、という言葉が数回出てまいりました。

私たち熊本单ロータリークラブは、今後とも、クラブ会員であ

ることに、さらなる誇りと情熱をもって、活動に取り組んでまい

りたいと、あらためて感じたところでございます。皆様の御協

力ありがとうございました。大変お疲れ様でございました。 

10 月 17 日(月)ガバナー公式訪問の夜、親睦活動、会員

維持増強、出席 3委員会の合同 IMがおこなわれました。活

発な意見交換が出来ましたことに感謝申し上げます。 

また、10 月 26 日(水)には、地区の事業であります GSE

の受入に際しての、当クラブ担当の1日となっております。今

村国際奉仕委員長と野口幹事を中心に、お世話をいただい

ております。夜は交流会の予定です。ご協力をお願いいたし

ます。 

また、同日ではございますが、26 日(水)には今年度第 2

回の熊本市域の会長幹事会がございます。こちらには、私

が出席してまいります。後日ご報告させていただきます。 

また、本日は、夕方から理事懇談会を予定しております。

第一四半期を振り返りながら、今後のクラブ運営について意

見交換をしたいと思いますので、理事の皆様どうぞよろしく

お願いいたします。 

以上、会長報告を終ります。 

 

 

 

10/17（月）は修正出席率100％を目指します。ご協力をよ

ろしくお願いします。 

 

 

出席報告（園田修司君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（10/3） 

修正出席率 

６０名 ４５名 78.95％ ８５．９６％ 

出席規定適用免除者 ９名 欠席記録免除者 ０名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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幹事報告（野口泰則君） 

1. 岡村泰岳ガバナーエレクト、藤田千克由時期地区幹事

より、ガバナーエレクト事務所開設のご案内。 

〒870-0307大分市坂ノ市３丁目３番５号オカムラグループ内 

TEL 097-593-3456  FAX 097-592-1345 

ri27201213g@okamura-group.jp 

 

2. 大分ローターアクトクラブより、第２３回年次大会のお礼 

 

3. 米山記念奨学会より２０１０年度事業報告書と豆辞典（会

員全員分）の送付 

 

4. 10/26（水）はGSEの手伝いのため、事務局は終日不在

となります。 

 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本北ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[変更前] １１月１０日（木）１２：３０～ 

[変更後] １１月７日（月）１８：３０～ 

[会 場] 熊本ホテルキャッスル 

 

○水前寺公園 RＣ～職場訪問のため時間・場所変更 

[変更前] １１月１６日（水）１２:３０～ 

[変更後] １１月１６日（水）１０：００～ 

[会 場] 单阿蘇 

 

○熊本北ＲＣ～観月会のため場所変更 

[日 時] １１月１７日（木）１８：３０～ 

[会 場] 割烹 火の国 

 

○水前寺公園 RＣ～夜例会のため時間変更 

[変更前] １１月３０日（水）１２:３０～ 

[変更後] １１月３０日（水）１８：３０～ 

[会 場] メルパルク熊本 

 

 

委員会報告 

●奉仕プロジェクト委員会 （浅山弘康君） 

「新世代プロジェクト」 

为旨・・・新世代奉仕の精神である、「年齢 30 歳までの若い

人すべてを含む新世代の多様なニーズを認識しつつ、よりよ

き未来をもたらすために新世代の生活力を高めることによっ

て、新世代に将来への準備をさせることである。」に基づき、

熊本单 R として来年度より実施する「新世代のイベント」を模

索、立案し、理事会へ提案するプロジェクトとする。 

 

メンバー プロジェクト責任者   

奉仕プロジェクト委員長 浅山 弘康 

奉仕プロジェクト副委員長 漆島 典和 

新世代奉仕委員長  原 裕一 

新世代奉仕副委員長 高宮 宏 

新世代奉仕委員  倉崎 保広 

同   前田 冨士人 

同   吉永 彰一 

同   井上 雅文 

 

アドバイザー 豊増 千鶴男・野田 三郎 

 

タイムスケジュール 

10 月～12 月     イベント企画検討 

2012 年 1 月末日  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｲﾍﾞﾝﾄ企画案 決定 

2012 年 2 月始め  理事会へイベント案提出 

 

 

●社会奉仕委員会 （丸山浩之君） 

 地区ブライダル委員会の資料を受付に

て配布しております。内容をご確認のうえ、

ご推薦をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○熊本中央 RC Ⅱ 

熊本单 RC の皆様、本日は米山記念奨学会の卓話にお

招き頂き、ありがとうございます。皆様方には米山記念奨

学会へのなお一層のご理解をよろしくお願いします。 

○堀川貴史君・野口泰則君・古財良一君・吉原コウイチ君 

神奈川県綾瀬 RC 田中様、熊本中央 RC 丹後様、米山奨

学生グエン・フク・ホン君のご来訪を歓迎しスマイルしま

す。 

○野田三郎君 

熊本中央 RC 丹後さんのご来訪を歓迎しスマイルします。

丹後さんとは藤園中学校の同級生で、先日還暦同窓会で

ご一緒しました。お互いにもう年ですから健康には注意し

て頑張りましょう。 

○川越武君 Ⅲ 

本日は米山奨学生のグエン・フク・ホン君、並びに中央

RC 丹後カウンセラーのご来訪に感謝のスマイルを致しま

す。卓話をよろしくお願いします。 

○寿崎肇様 

米国小売業視察に参加しました。ニューヨークに５泊。勉

強になりました。「小売業は金の勝負ではない、知恵の勝

負。」とか、「ソリューションSaling」など多くの収穫がありまし

た。滞在中の１０/１４日本ユニクロが５番街で開店しました。

感謝してスマイル致します。 
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○大住正敏君・久峨章義君・浅山弘康君・園田修司君 

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイルで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

●卓話  

米山奨学生卓話  

グエン・フク・ホン（熊本大学） 

「ベトナムについてと、日本に来て感じ

たこと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の合計 23,000円 

今年度の累計 542,690円 
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【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】 

○熊本单ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：１１月３日（木）１９：３０～ 

場所：未定 

内容：未定 

  

○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：１１月２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】    

 

１１月７日（月） 例会通算２，５００回 記念例会 

  夫人の会 招待 

   

１１月１４日（月） 会員卓話 

  国際奉仕委員長 今村浩昭会員 


