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国歌 君が代

今日の例会
1.
2.
3.
4.

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
外部卓話 原 幸代子氏

今月･来月の行事
●4/2（月）18：30～ 花見の会
＠魚嘉別荘
●4/8（日）14：00～ 菊池ＲＣ４０
周年＠菊池笹乃家
●4/11（水）市域 RC 会長幹事会
＠ユウベルホテル
●4/14（土）地区協議会＠大分

てきた私どもは、前日の前夜祭、交流会から参加させていただきま

ロータリーソング

「それでこそロータリー」

した。他クラブのロータリアンの方から、ロータリーを世に知らしめて
くれてありがとうという言葉を頂きました。音楽祭は感動の連続で、

来訪者紹介（堀川貴史君）

25 日（日）のフィナーレの際は多くの方が感動に涙されていました。

卓話者 熊本県警

次年度以降も何らかの形でご支援ができればと思います。年度末

真嶋 浩様

のお忙しい時期にも関わらず、参加いただきました皆様には心から
会長報告（堀川貴史君）
■会長報告
3 月最終例会を迎えました。休会日がございましたので、2 週間

感謝申し上げます。
さて、お話をしておりましたように、事務局の児玉さんが本日で退
職となります。長い間お世話になりました。ありがとうございました。

ぶりの例会となりました。例会はございませんでしたが、2 週間の間

後ほどご挨拶をいただきます。

にクラブとしては色々と活動してまいりましたので、簡単にご報告い

以上会長報告終ります。

たします。まず、3 月 12 日（月）は親睦活動委員会の皆様に IM を
開催いただきました。花見の会、結婚祝いの会、その他事業の打
合せをしていただきました。17 日（土）～18 日（日）には大分で次年
度に向けて、会長エレクト研修（PETS）が開催されました。次年度へ
の準備のほうも順調に進んでいるようでございます。21 日（水）には
職業奉仕委員会によります、『本音で語り合う企業経営の勉強会』
が開催されました。10 ヵ年ビジョンの実現に向けて、また新しく 1 歩
踏み出せたような気がいたします。内容もタイトルの通り、とても充
実したもので、夜遅くまで色々な話で大いに盛り上がりました。石田
委員長はじめ委員会の皆様、また、講師をお願いいたしました野田
会員には大変お世話になりました。ありがとうございました。第 2 回
がとても楽しみです。翌 22 日（木）には出席委員会によります、第 1

幹事報告（野口泰則君）
1.ガバナー事務所より
東日本大震災「ロータリーの風奨学金」について
の書状の送付
２．ガバナー事務所より
RI第2520地区岩手県山田町・山田RC「山田の
作文集」の送付（3冊）
３．ガバナー事務所より
麻薬・覚せい剤乱用防止センターからのニュー
スレターの送付
４．ガバナー事務所より

回メイクフレンズの会が行われ多くの会員の皆様に参加いただき、

地区大会参加お礼状の送付

熊本西南 RC 様の例会に参加してまいりました。ご迷惑かと思いき

５．暴力追放運動推進センターより

や、とても歓迎していただきました。熊本南 RC の勢いを強く感じる

「暴力追放ミニのぼり」の送付

ことができました。出席委員会の皆様ありがとうございました。4 月以
降も楽しみにしております。よろしくお願い申し上げます。そして、

６．事務局より

25 日（日）は「第 3 回オハイエくまもととっておきの音楽祭」が熊本市

２０１２-２０１３年度RI地区委員会就任承諾書

街地中心に開催されました。楽器を寄贈するという支援活動を行っ

提出のお願い

７．事務局より

○宇城 RC～定款により休会

地区大会記念品受け取りのお願い

[日

時] ４月１３日（金）１２：３０～

まだ受け取っておられない方はお持ち帰りくだ

[会

場] 松橋ホワイトパレス

さい。
臨時理事会報告 ３/２６

例会変更のお知らせ

１．事務局員二村の雇用について

○熊本東ＲＣ～卓球大会の為時間・場所変更

→正雇用

[変更前] ３月２７日（火）１２：３０～

２．事務局員児玉の退職金に関して

[変更後] ３月２７日（火）９：００～
[会

→退職金の規定なし。前例に倣う。

場] 熊本市総合体育館 大体育室

→今年退職金規定を検討。

○平成ＲＣ～観桜会の為時間・場所変更

３．ブルゾン・ジャンバーの購入に関して

[変更前] ３月２８日（水）１２：３０～
[変更後] ３月２８日（水）１８：３０～

→屋外奉仕活動等に活用。予算は７～８万円前後。

[会

→XL サイズを30枚購入。3月中にオーダー。

場] 不明

→クラブとして所有
４．会員増強に力を入れていきたい。

○熊本グリーンＲＣ～観桜例会の為場所変更
[日

時] ４月２日（月）１８：３０～

[会

場] 日本料理「泉里」

○城東ＲＣ～花見例会の為時間変更

出席報告（園田修司君）

[変更前] ４月２日（月）１２：３０～
[変更後] ４月２日（月）１８：３０～
[会

場] ホテルキャッスル

○玉名ＲＣ～花見例会の為時間・場所変更

会員数

出席数

出席率

前々回（1/16）
修正出席率

５９名

４２名

76.36％

８７．５０％

出席規定適用免除者

８名

欠席記録免除者 ０名

[変更前] ４月２日（月）１２：３０～
名誉会員

[変更後] ４月２日（月）１８：００～
[会

０名（会員数には含まれません）

場] 「さつき別荘」

○熊本東 RC～花見例会の為日時・場所変更
[変更前] ４月３日（火）１２：３０～
地区大会表彰者 表彰状・記念品授与

[変更後] ４月５日（月）１９：００～
[会

場] 旅亭「松屋本館」

○０５福祉 RC～観桜会の為日時・場所変更
[変更前] ４月３日（火）１２：３０～
[変更後] ４月７日（土）１２：００～
[会

場] 熊本市植木町「寺田邸」

○熊本西 RC～ニュースカイ４C 合同例会の為
日時・場所変更
[変更前] ４月１０日（火）１２：３０～
[変更後] ４月１２日（木）１８：３０～
[会

場] ニュースカイ２F「ストリングス」

○平成 RC～ニュースカイ４C 合同例会の為日時・場所変更
[変更前] ４月１１日（水）１２：３０～
[変更後] ４月１２日（木）１８：３０～
[会

場] ニュースカイ２F「ストリングス」

○東南 RC～創立28周年記念例会の為時間変更
[変更前] ４月１１日（水）１２：３０～

委員会報告

[変更後] ４月１１日（水）１８：３０～
[会

●S.A.A.（丸田秀一君）

場] ホテルキャッスル

○４月の出欠表回答のお願い
○登壇の際の敬礼のお願い
○登壇の際は前ボタンを閉めること
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●職業奉仕委員会（石田隆造君）
３月２１日（水）「本音で語り合う企業経営の勉強会」について

○渡邉秀章君
古財さんはじめ関係の方々、昨日のオハイエ熊本とって

①会社経営者のロータリー会員同士が、普段はなかなか聞けな
い経営上の悩みや抱える課題、あるいは将来起こり得る問題等
について、お互いが語り合い何らかの解決策を見い出せるよう
な勉強会を開催し、それぞれの経営に活かしてもらう。
②会員同士ならではの、ここでしか聞けないここでしか語れな
い本音トークを行なう。
③ベテラン経営者が自身の成功体験や失敗体験を語り、若手経
営者達が経営上の悩みについてアドバイスをもらう。

おきの音楽祭、大変お疲れ様でした。弊社も四つの会社
にフレッツ光回線を引き、ストリーミングでネット中継するこ
とで協力させていただきました。仙台はもとよりニューヨー
クからご覧になっている方のコメントが寄せられるなど、効
果ありました。私も各会場で聞かせて頂きたくさんの元気
をもらいました。貴重な経験をさせていただいたことに感

●親睦活動委員会（三角雄介君）
４月１５日(日)ゴルフコンペのご案内
・場所

肥後サンバレーカントリークラブ

・時間

８：００集合 ８：３０開始

謝してスマイルします。次回もぜひお手伝いさせて下さ
い。
○寿崎肇君
３月１７日と１８日に会長エレクト研修セミナーに出席させ

●社会奉仕委員会（丸山浩之君）

て頂きました。大変勉強になりました。帰りは不便な場所

オハイエからの楽器贈呈に対するお礼の紹介

でしたので堀川会長の車に乗せて頂きました。ありがとう
ございました。３月２１日本音で語り合う職業奉仕に出席、
野田会員の会社の１４０年の歴史とその戦果には感動致

事務局員児玉さん退任挨拶

しました。感謝してスマイル致します。ありがとうございまし
た。
○石田隆造君・井上雅文君・馬場大介君・元田亮一君・
丸山浩之君・喜讀宣友君・工藤青史君・園田修司君
３月２１日に開催しました「本音で語り合う企業経営の勉強
会」は会員１４名に参加頂きありがとうございました。特に
野田会員にはとても示唆に富んだ講演をいただき参加者
は皆大いに感銘を受け、今後の経営の参考になったもの
と確信しています。職業奉仕委員会及び若年経営者より
心からお礼を申し上げ、感謝のスマイルをします。
○濱田定勝君

スマイルボックス（元田亮一君）

地区大会出席高齢会員として表彰いただきスマイル致し

○堀川貴史君・野口泰則君

ます。８４歳で恒例と呼ばれ面はゆい感です。４月１４，１５

本日卓話者 熊本県警本部真嶋警視のご来訪を歓迎して

日に蔵祭りを実施致します。よろしくお願い致します。

スマイル致します。卓話よろしくお願い致します。また、2 週

○豊増千鶴男君

間の間に職業奉仕委員会の「本音で語り合う企業経営の

先程の表彰の返礼としてスマイル致します。

勉強会」、出席委員会の「メイクフレンズの会」、社会奉仕

○園田修司君

委員会の「オハイエ熊本第３回とっておきの音楽祭」等が

先日のメイクフレンズの会多数の出席ありがとうございます。

行われました。お世話になりました。感謝してスマイル致し

第２回の開催も計画中です。その際も多数のご参加お願

ます。

い致します。

○久峨章義君

○原 裕一君

本日の卓話者真嶋様に心から感謝します。

Ⅹ

本日やっとロータリー例会にカムバック出来ました。右肩

○古財良一君・坂本研一君・漆島典和君

棘上筋・三角筋の再腱手術を丸田会員の熊整でしていた

真嶋さんの卓話楽しみです。ここだけの話、オフレコ、期

だきました。お見舞いに来ていただきました渕田さん、堀

待します。

川さん、喜讀さん、倉崎さんありがとうございました。激痛

○古財良一君

を吹っ飛ばして頂いたおかげで順調に生活できています。

昨日、オハイエ音楽祭無事終わりました。南ロータリーの

RC からもお見舞い頂き感謝します、これもひとえに皆様

皆さんには本当に感謝します。ありがとうございました。

のおかげです。

○中川順一君・丸山浩之君・堀川貴史君・石田隆造君

○髙宮 宏君

古財会員に対し、「オハイエ熊本第３回音楽祭」の成功を

山本会員のお顔を久しぶりに拝見いたしました。お元気

心からお祝い申し上げます。我々は前夜祭に参加させて

そうで何よりです。今後もどしどしご出席ください。

いただき、たくさんの感動を頂きました。今後も熊本南ロー
タリークラブでオハイエを応援していきましょう。
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○現王園敏伸君

Ⅱ

国際ロータリーホームページより

先週急な仕事が入りメークフレンズの会を欠席しました。

http://www.rotary.org/

また本日、所用のため、早退致します。ダブルでお詫びの

ローターアクターによるソーシャルメディア・ワークシ

スマイルをします。

ョップ
記事：Ryan Hyland 国際ロータリー：2012 年 3 月 16 日

○星野誠之君
昨日、三井グリーンランドに家族と行ってきましたが、偶然

米国テキサス州でソーシャルメディアのワークショップが開催されま

丸山会員とお会いしました。私は荷物を妻に持たせて歩

した。ロータリアン60名が、フェイスブックやツイッターのほか、インタ

いていましたが、丸山会員は荷物を持ち、家族サービスを

ーネットでの動画掲載や、スマートフォンを使ったクラブの検索方法

しっかりしておられ、恥ずかしくなってしまいました。これか

も習いました。このワークショップでは、ローターアクターとインター

らは改心します。

アクターがインストラクターを務めました。 新世代奉仕委員長を務

○三角雄介君

めるロータリアン、ブシェミさんは、ソーシャルメディアが急速に発達

週末、愛媛県に妻と子供を迎えに行きました。３ヶ月の里

するこの時代、若者のスキルに目をつけました。ローターアクターは、

帰り出産も終わり、にわか独身生活も終わりました。片道５

宣伝や勧誘方法、そしてコミュニケーション機能としてのソーシャル

５０ｋｍの運転は本当にしんどかったです。休憩しながら９

メディアを使いこなしています。ローターアクターのナタリーさんによ

時間かかりました。これから家族が増えて４人で暮らせるこ

ると、クラブ入会者の大半が、最初はソーシャルメディアを通じてク

とを喜びスマイルします。今日は運転と夜泣きで眠いで

ラブを知ったそうです。

す。

フェイスブックのヒント
本日の合計

45,000 円

今年度の累計

1,338,215 円

複数のクラブ会員がページを継続的に管理する。
クラブページの情報を会員個人が開いたページでも紹介する。
フェイスブックとツイッターのページをリンクさせる。
フェイスブックを通じてクラブの活動情報を公開する。

●卓話

ソーシャルメディアの複数サイトを同時管理する機能を使う

外部卓話

（HootSuiteなど）。

熊本県警 真嶋 浩氏
「被害者の思いに応える警察活動」

ロータリアンは、次回のワークショップ開催に意欲を見せています。
ブシェミさんは、若者がロータリアンの力となることを通じて、「自分
に誇りを持てる」ようになると話します。 3月12〜18日の「世界ロータ
ーアクト週間」では、世界中のローターアクターによって記念行事が
行われています。この週、ローターアクターを例会に招き、奉仕プロ
ジェクトで協力しているロータリー・クラブもあります。以下は、ロータ

犯人の検挙、事件の解決は、被害者や遺族が精神的ダメ

ーアクト・クラブの活動例です。

ージから回復に向けて歩み出すスタートラインである。

ウガンダ：ロータリアン共催のミニマラソン行事を通じて資金を集

警察は、公共の安全と秩序の維持とともに、被害者の無念

め、恵まれない環境で生活する300人の地域の子どもに、毛布や蚊

の思いを晴らすためにも全力を傾けて事件を解決することが

帳を提供しました。

求められるのであって、被害者の存在やその思いは捜査活

イタリア：マラウィの農村に井戸を設置するための募金を行い、ロ

動の無限のエネルギーにつながるものである。

ータリアンと協力して設置作業を行いました。

しかし、今問題とされているのは民事関係、家庭内・男女

インド：献血活動を実施し、1日で1,459人分の血液を集めまし

間の問題など批判を畏れて動こうとしない警察である。

た。

警察は、自らの権限行使によって守られる被害者や第３者
の利益や平穏、将来の犯罪の抑止に敏感でなければならな
い。

【例会予定】

誇りと使命感を持ち、被害者や警察を頼りにする人たちの

４月９日（月） 外部卓話 菊池恵楓園園長 酒本喜與志氏
「ハンセン病と熊本」
４月１６日（月） 未定

思いに誠実に全力で応える警察官を育成していきたい。

４月２３日（月） 未定
４月３０日（月） 祝日に付き休会
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