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四つのテスト－言行はこれに照らしてから－

熊本南ロータリークラブ

真実かどうか
みんなに公平か
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好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
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心の中を見つめよう 博愛を拡げるために
Reach Within to Embrace Humanity
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第25回 例会記録(通算第2510回)
平成24（2012）年1月23日

斉唱

今日の例会
1.
2.
3.
4.

国歌 君が代
ロータリーソング

今月･来月の行事

●2/18･19ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ育成ｾ
今日の歌
ﾐﾅｰ＠ﾕｳﾍﾞﾙﾎﾃﾙ(漆島･寿崎)
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
●2/19(日)熊本城ﾏﾗｿﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
会員卓話
渡邉秀章会員 ●2/20(月)定例理事会

区 2～3 クラフ゛、大分分区 2～3 クラブで行います。詳
「我らの生業」

細後日ご連絡します。
・

熊本市域での IM を検討中です。（5～6 月頃予定）

【ガバナーより】
会長報告（堀川貴史君）

・

サインメーキャップのあり方についての提言

■理事会報告

・

市内 17 クラブの交流を進めていただきたい。

・ 事務局員採用について

さて、スタートいたしました 2012 年、先週 16 日(月)には、親

1 月 18 日（水）午後 書類選考（32 名応募のうち面接

睦活動委員会の皆様に熊本南 RC の新年会を開いていただ

12 名）

きました。約 40 名の会員の皆様方にご参加いただき、賑や

1 月 26 日（水）午後面接（堀川、浅山、野口、星野、漆

かに過ごすことができました。会の中では、元田スマイル委

島）にて決定

員長によります、上半期ベストスマイル賞の発表と表彰、ある

※書類選考で残念ながら不採用とした方の中には、新

いは、皆様方から寄せられました商品によります大オークショ

卒の方や、他優秀そうな方も多数いらっしゃいましたの

ンなど、内容も非常に盛りだくさんで充実したものでございま

で、近々、皆様の中にご採用予定のある方でご入用の

した。喜讀親睦委員長、元田スマイル委員長はじめ、委員の

方は事務局にお申し出ください。ご本人のご了解を得

皆様お世話になりました。心から感謝申し上げます。私は始

て、対応させて頂きます。

めて、会長として参加させていただきましたが、正面の上座

・ 地区大会登録について
全員登録と決定いたしました。
■熊本市域会長幹事会報告

の中央に座らせていただいて、皆様方の様子を拝見いたし
ますと、尚一層身が引き締まる想い、と同時に、とても心地よ
さも感じました。何ともいえない感動を、おそらくあの場所で

出席者：RI 第 2720 地区 本田ガバナー、吉田熊本第 3

私だけが味わっていたのではないかと思います。ありがとうご

分区ガバナー補佐、山形熊本第 4 分区ガバナー補佐 他

ざいました。また、同日同時刻には、稲留会員の那由多にて、

熊本市域 RC 会長幹事

熊本南 RC 婦人の会の新年会も開催されております。こちら

・

熊本市域 RC 会員名簿について

のほうも賑やかに楽しい時間が過ごせました、と私の家内が

現行通り継続することで決定

申しておりました。ご婦人の皆様方にもどうぞよろしくお伝え

2012～2013 年度 新春合同例会について

下さい。新年会も終わり、文字通りスタートした 2012 年。張り

熊本 RC のホストで決定

切ってまいりましょう。以上会長報告終ります。

・
・

次回の市域 RC 会長・幹事会開催について
4 月 11 日 14:30～ユウベルホテル（菊南 RC ホスト）

【ガバナー補佐より】
・

3 月 10 日地区大会終了後、クラブ間交流会を熊本分

大津高校 台湾修学旅行の報告について

熊本南 RC の姉妹クラブ提携で台湾側でお世話して下さっ
た呉友仁氏のお見舞いなど行いました。黄平さんについて
ですが、報告では大津高校の前身旧制大津中学を昭和１９
年に卒業、熊本医専（熊大医学部の前身）で学び、戦後台
湾で医師として仕事に携わり、現在は日本語教室を開講し
ておられ、黄さんは戦時中の日本の様子や大津高校の思い
出をお話になり、日本への望郷の念を言葉にされました。戦
時の日本をどんなに見ておられたのだろうか、とお話を聞け
なかったのが残念でした。烏山頭ダムの見学では台北から
新幹線で台南に向かい、昭和初期の灌漑施設が不足して
不毛の土地であった台湾嘉南地方にダムを造営して沃土を
もたらし、現地の人々に敬愛された日本人 八田与一技師
の業績を訪ねました。銅像は戦時中の銅製品供給で殆ど大
砲の弾丸になった時代、地元の人々が八田氏の銅像を保管
して今でも健在です。写真で見る烏山頭ダムの景観は素晴
らしく、現在でも台湾の方々が八田技師の業績を称えている
ことを象徴するように、最近八田氏旧家が復元されたり、日
本人の努力と功績があったことを学び改めて自分達の住む
日本について感じたり考えたりする機会になった、と報告が
ありました。この度の報告会に出席し、我々はもっと台湾を理
解してはどうだろうか、と思いました。そのために台北大同
RC と交流を密にすると良いなと思いました。台湾修学旅行
の実現のため白浜校長先生が前例のない台湾修学旅行を
計画したのが２年前以上ですから東日本大震災の前に、県
立高校として台湾への修学旅行の許可を取ったのです。白
浜校長先生はこの３月に退職されます。私が現役であったら
早速顧問をお願いしようと思いました。皆様いかがでしょう
か？大津高校の台湾修学旅行がきっかけでしょうが、１月１５
日の熊日に「修学旅行に海外に」「定期航空路線の増加を
目指す」「大口需要の掘り起こしへ」何だか白浜校長先生が
突破口をおつくりになったと私は思いました。皆様からも台
北大同 RC にお礼を申し上げて下さい。ありがとうございまし
た。

●社会奉仕委員会 （丸山浩之君）

スマイルボックス（元田亮一君）

第１回熊本城マラソンボランティア（２/１９日曜日）について

○堀川貴史君・野口泰則君

出席報告（園田修司君）
会員数

出席数

出席率

前々回（1/6）
修正出席率

６０名

３８名

69.09％

８１．８２％

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）

幹事報告（野口泰則君）
1. ガバナー事務所より、ガバナー月信原稿についてお願
い
2. 地区米山記念奨学委員長 山田哲大氏より、寄付金納
入のお知らせ
＊ 熊本南ＲＣは一人５，０００円×会員数で寄付済みです。

3. 本日夜はクラブ協議会を開催致します。

例会変更のお知らせ

○‘０５福祉ＲＣ～親睦例会のため日時・場所変更
[変更前] １月３１日（火）１２：３０～
[変更後] ２月３日（金）１６：００～
[会

場] さかな市場

委員会報告
●姉妹クラブ委員会 （倉崎保広君）

スタッフジャンパーが事務局に届きましたら、例会後に説明

先日は新年会を盛大に開催して頂きありがとうございまし

会を行います。

た。本日は現王園会員の卓話を楽しみにしています。よろ
しくお願い致します。
○寿崎肇君

●寿崎パストガバナー
「堀川会長に代わって大津高校・台湾修学旅行の報告」
平成２４年１月２１日（土）大津高校の台湾修学旅行の報告
会の報告をします。大津高校として台北大同ＲＣの会員宅に
ホームステイさせてもらったことについて、熊本南ＲＣと姉妹
関係のため会長にもご出席をお願いし、白浜校長からお礼
を申し上げる予定のようでした。堀川会長が出席できず、私
を代理として参加するように言われましたので出席しました。
修学旅行のチャーター便に乗せてもらい、提携高校の海山
高級中学との交流会に出席させてもらい、新幹線で台南や
烏山頭（うざんとう）ダムや中正記念堂、国立故宮博物院、台
北大同 RC の方々との会合や例会、それに台北大同 RC と

１/２１に大津高校台湾修学旅行報告会に堀川会長の代
理として出席しました。熊本南 RC から台北大同 RC にホ
ームステイのお礼を申し上げて下さい、とのことでした。生
徒さん中の２０名は特別の喜びのようでした。ありがとうご
ざいました。
○濱田定勝君
１/１６熊本南 RC の新年会の時に面白いスマイルが表彰さ
れ小生の分が２位に選ばれましたのでニコニコです。

2

○川越武君 Ⅴ

●外部卓話

先週の新年会で当店をご利用頂き、ありがとうございました。

会員卓話

現王園敏伸会員

お礼のスマイルを致します。

「２０１２年の日本株投資戦略」

○坂本研一君
先週の新年会、例会を欠席しました。オークションも担当

～配布資料をご参照ください～

していたのに、元田さん、漆島さんにもご迷惑をかけ申し
訳ありませんでした。実は鼻の手術で９日間入院しており
ました。もう完治しています。いつでもガンガン飲めますの
でヨロピクお願いします。
○髙宮宏君
本日の朝刊に載っていた年賀状の当選番号を調べました

【例会予定】

ら、後藤会員からの年賀で切手が当たっていました。サン

２月６日（月）

未定

２月１３日（月）

定款に基づき休会

ンキューです。
○三角雄介君
先日の新年会の時にベストスマイル賞を受賞させて頂き、
ありがとうございました。ベストスマイル賞ホルダーの名に
恥じないよう今後もたまにスマイルします。

■□■

堀川会長年度

ゴルフ愛好会コンペ

■□■

201２年１月２５日（水）雪
城南カントリークラブ

○田邉信一君 Ⅱ
連続して例会を欠席しました。お詫びのスマイルです。

順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

○石田隆造君
ベストスマイル賞ありがとうございました。お礼のスマイル
です。
○浅山弘康君
所用のため早退させて頂きます。申し訳ございません。
○田川憲生君
現王園氏の卓話をお聞きしたいのですが、１３時より来客
があり早退しなくてはなりません。お詫びのスマイルしま
す。
○元田亮一君
新年会のベストスマイル賞、オークションでは大変お世話
になりました。商品を提供して頂いた方、落札して頂いた
方に厚くお礼申し上げます。また私の司会をフォローして
頂いた漆島会員に感謝してスマイル致します。
☆結婚祝いスマイル

丸田秀一君・山内昭徳君

☆誕生日スマイル

山内昭徳君

本日の合計

97,110 円

今年度の累計

957,675 円
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アウト

☆後藤
三角
工藤

博☆
雄介
青史

イン

グロス

ﾊﾝﾃﾞｨ

ﾈｯﾄ

40
44
84
10.8 73.2
47
41
88
13.2 74.8
47
48
95
19.2 75.8
51
42
93
16.8 76.2
48
50
98
21.6 76.4
49
53
102 24.0 78.0
53
53
106 26.4 79.6
48
57
105 25.2 79.8
59
52
111 30.0 81.0
60
54
114 30.0 84.0
74
67
141 36.0 105
＊4 位以下のお名前はご名誉のため省略致します。

