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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14回 例会記録(通算第2499回) 

 平成23（2011）年10月31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. 例会通算 2,500 回 記念例会 

 夫人の会 招待 

 

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 「それでこそロータリー」 

 

 

会長報告（堀川貴史君） 

皆様こんにちは。本年度の第 14回（通算 2499回）例会です。 

本日の卓話者の紹介 新入会員卓話 工藤青史会員 

 理事会報告 

■確認事項 

・  地区大会コ・ホストになります（前年度より引継事項） 

・ 会計報告 

□決議事項 

・  県立大津高校の修学旅行プログラムに伴う、台北ホ

ームステイ（美術コース 12 名）の協力 

・・・子クラブ（肥後大津 RC からの依頼もあり、台北大同

RC へお願いをすることになりました。 

・ 渕田会員の出席義務規定の免除について、RC 細則

第 11 条により、承認いたしました。 

・ 社会奉仕委員会･･･オハイエ事業支援について、地

区補助金の申請を行います｡クラブより 15 万、地区よ

り 20 万、合計 35 万の予算で進めていきます。（社会

奉仕委員会予算 25 万） 

熊本市域会長幹事会報告（10 月 26 日水曜日 14:30～ホテ

ルキャッスル） 

□決定事項 

・  熊本りんどう RC の市域 RC 参加について･･･承認 

■継続議案 

・  市域 RC 会員名簿作成について 

毎年更新が必要か？自宅住所、電話番号が必要か？

今後継続して話し合い出来るよう準備していく 

10 月 26 日（水）は国際ロータリー第 2720 地区 GSE 事業

の熊本单 RC 担当の 1 日でございました。今村国際奉仕委

員長、野口幹事を中心にお世話いただきました。昼間は阿

蘇方面への観光、夜はクラブとの交流会。夜の交流会には、

私も参加させていただきました。11月13日が最終日となって

います。5 名の訪問団の方々の、旅の安全を何よりもお祈り

いたしますとともに、お世話をいただきました方々、ご参加い

ただきました皆様に心から感謝申し上げます。 

また、次回は熊本单 RC通算 2500例会となっております。

ご婦人の会の皆様もご招待いたします。例会終了後は記念

撮影をおこないます。多くの皆様のご出席賜りますようお願

い申し上げます。以上、会長報告を終ります。 

 

ポール・ハリスフェローの授与 

 ポール・ハリスフェロー（1 回目） 漆島典和会員 

 ポール・ハリスフェロー（４回目） 野田三郎会員 

    大住正敏会員 
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幹事報告（野口泰則君） 

1. 本田ガバナーより、公式訪問のお礼。 

 

2. 水前寺公園ＲＣより、新春合同例会のご案内 

日時 ２０１２年１月６日（金）１２：３０～１４：００ 

場所 熊本ホテルキャッスル 

登録料 ５，０００円（内３，０００円はクラブ負担） 

出欠の回覧を致します。 

 

 

例会変更のお知らせ 

○平成ＲＣ～姉妹クラブ合同例会のため日時変更 

[変更前] １１月９日（水）１２：３０～ 

[変更後] １１月５日（土）１９：００～ 

[会 場] 全日空ホテルニュースカイ 

 

○熊本西ＲＣ～夜例会に変更のため日時変更 

[変更前] １１月１５日（火）１２：３０～ 

[変更後] １１月１５日（火）１８：３０～ 

[会 場] 全日空ホテルニュースカイ 

 

○平成ＲＣ～下草刈り例会のため日時・場所変更 

[変更前] １１月１６日（水）１２：３０～ 

[変更後] １１月１２日（土） 

[会 場] 丸山ハイランド 

 

○熊本西ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] １１月２９日（火）１２：３０～ 

[会 場] 全日空ホテルニュースカイ 

 

 

委員会報告 

●姉妹クラブ委員会 （倉崎保広君） 

県立大津高校の修学旅行プログラムに伴う、台北ホームス

テイ（美術コース１２名）の協力を姉妹クラブの台北大同ＲＣ

に依頼しています。ホームステイは１２/９（金）・１０（土）の１

泊２日です。 

旅行日程 

１２/７（水）阿蘇熊本空港ＡＭ出発 

１２/１０（土）阿蘇熊本空港ＰＭ着 

料金 ４３,０００円（燃料サーチャージ込） 

航空会社 チャイナエアライン 

＊ 熊本発着のフリープランです。滞在中のホテルはご

自身でご予約下さい。ご興味のある方は事務局まで

ご連絡下さい。 

  

 

●職業奉仕委員会 （石田隆造君） 

 今年度１回目の職場訪問を再春館製薬にて下記の要領で

行う運びとなりました。多くのご参加をお待ちしております。 

日時 ２０１１年１１月２４日（木）  

１３：１５集合（再春館製薬所 建物入口） 

守衛所にて「熊本单ロータリークラブ」と伝え、指

定の位置に駐車して下さい。 

１３：３０ 再春館製薬所内 見学 

１５：００ 現地解散 

 

 

●Ｓ．Ａ．Ａ． （山本円君） 

１１月の出欠アンケートを受付にて配布しております。帰りに

ご提出をよろしくお願い致します。食事のロスを減らすため

にご協力ください。 

 

 

●ロータリー情報委員会 （後藤博君） 

ラタクルＲＩ元会長は「ロータリーはこんなに素晴らしい仕事を

した。世界最高の慈善団体だ、などと独りよがりの自画自賛

をしている時ではない。例え１００回以上ポール・ハリスフェロ

ーになろうと、ロータリー財団に高額の寄付をしようと、それ

でロータリアンと言える訳ではない。」と言っています。１００

周年はただ昔を回想するためにあるのではありません。現在

を見直す時であり、本当に正しい方向に向かっているかを自

分自身の内部に問いかけてみるべきであります。真剣にロー

タリーに明日を考えてみましょう。 

 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

本日は楽しく嬉しい本来型のスマイルが多数寄せられました。

ありがとうございました。 

○堀川貴史君・野口泰則君・古財良一君・坂本研一君 

工藤会員の卓話、よろしくお願いします。 

○堀川貴史君 

先日 GSE でお世話頂きました皆様、お疲れ様でした。交

流会も楽しく過ごすことができ、ありがとうございました。 

○野口泰則君 

先週 10/26（水）GSE の訪問担当で阿蘇観光にお連れし

ました。日本晴れで最高の天気でしたが、火山ガス規制

出席報告（園田修司君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（10/17） 

修正出席率 

６０名 ４１名 73.21％ ９１．３８％ 

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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で火口見物は出来ませんでしたが、彼らも一日中大変喜

んでくれました。また通訳して頂いた馬場会員と事務局の

児玉さんには大変お世話になりました。英語は難しさに頭

の中がアルファベットになりました。那由多の稲留会員も

感謝致します。 

○工藤青史君  

本日は卓話をさせて頂きます。面白くもない話にお付き合

い頂きますことにスマイル致します。 

○寿崎肇様 

熊本西稜 RC は新入会員１１名。佐藤洋一元会長が担当

して教育しているそうで、昔寿屋で勉強したことが役にな

っている、と話していました。ロータリーに自信と誇りを持ち

始めており退会も１人もいないだろう、と言っておりました。 

○園田修司君・現王園敏伸君 

先日の１０/１７は修正出席率１００％目標例会でした。皆

様のご協力があったにも関わらず、残念ながら目標達成

にはなりませんでした。出席委員会からお詫びのスマイル

です。今後ともご協力をよろしくお願い致します。 

○渕田俊郎君 Ⅴ 

今月の８日より感染症動脈瘤で１８日間入院していました。

おかげ様で無事に退院することが出来、感謝致します。 

○濱田定勝君  

１０/２９（土）・３０（日）の両日で浜田醤油の蔵祭りを実施

致しましたところ、雨の中にも関わらず約２，０００名のおっ

客様にご来店いただきました。ありがとうございました。心

より感謝の気持ちを込めてスマイルさせて頂きます。 

○石田隆造君 Ⅱ 

今月開催されましたパチンコ店の岩下兄弟のゴルフコン

ペ（取引業者が１６０名参加）で、B組で優勝し５３万円もす

るロレックスの腕時計をもらいました。B 組優勝とは全体順

位のちょうど真ん中で８１位から B 組として表彰するもので

す。要は実力ではなく、強運中の強運でした。運に感謝し

てスマイルします。 

○園田修司君  

先日、住宅診断士の資格試験に合格しました。新しい資

格になりますが、今後伸びていく可能性を持っています。

業務拡大を目指しスマイル致します。 

○三角雄介君 Ⅹ 

１０/２５に高遊原カントリークラブの１７番ホールで人生初

のホールインワンを達成しました。１６０ヤードの若干アゲ

インストの中、７番アイアンで打った球が吸い込まれました。

インからのスタートだったので、まだ１０ホール残っていた

のですが、早く家に帰って電卓を叩きたいとソワソワしてス

コアは崩れました。体が震えるくらい嬉しかったです。 

○田邉信一君  

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。 

○漆島典和君  

２週間ぶりの例会出席です。明日から神無月でなくなりま

す。よろしくお願いします。また本日の例会を早退致しま

す。合わせてお詫びのスマイルを致します。 

○喜讀宣友君  

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。

申し訳ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

●卓話  

会員卓話 工藤青史会員  

「クリーンエネルギー・天然ガス」 

 

～ 配布資料をご参照ください～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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１０日（木）１９：３０～ 

場所：ハマダビル 

内容：ＲＣ卓話 瀬尾広夫会員 

 「スマートフォン」について 

  

○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１６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 

 

 

 

 

 

 

 

本日の合計 33,000円 

今年度の累計 575,690円 
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【例会予定】    

   

１１月１４日（月） 会員卓話 

  国際奉仕委員長 今村浩昭会員 

 

１１月２１日（月） 未定 

 

１１月２８日（月） 会員卓話 

  玉田光識会員 

 

 

 

 

 

 

■□■ GSE 阿蘇観光＆懇親会 ■□■ 

2011年 10月 26日（水）快晴 

 

 
 

 

国際ロータリーホームページより http://www.rotary.org/ 

2011 年 10 月 14 日  

事務総長の最初の 100 日 

国際ロータリーホームページより http://www.rotary.org/ 

2011 年 10 月 26 日  

ロータリアンを狙った詐欺メールにご注意を 

ロータリアンをターゲットにした詐欺メールについて、国際ロ

ータリーに多くの苦情が寄せられています。以下の詐欺メー

ルにご注意ください。  

 「Euro-Millones Lottery」と称する団体の国際プログ

ラムを通じて、ロータリアンまたはローターアクター

に多額の資金（通貨：ユーロ）が当たったと知らせる

E メール。この E メールには、カール・ヴィルヘルム・

ステンハマー元 RI会長の写真と、「Luis Alberto, 

Vice President」という人物の署名の入った書簡が

PDF 形式で添付されています。  

 件名に「Dear Award Beneficiary!!!」と記され、ロータ

リアンに 500,000 米ドルと HP のノートパソコン 2台

が RI より贈られるという趣旨の E メール。連絡先を

送るよう指示があり、「Mrs. Sarah Olic, Programme 

Co-ordinator, Rotary International」と署名されてい

ます。  

国際ロータリーがＥメールを通じて寄付や資金を懇請したり、 

E メールで個人情報を送るようお願いすることはありません

ので、十分ご注意ください。RIは、ロータリアンとロータリー・

クラブに対し、疑わしい E メールは削除し、詐欺メールの犠

牲者とならないよう呼びかけています。  

 
 


