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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 
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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40回 例会記録(通算第2525回) 

 平成24（2012）年6月4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. 卓話 田川憲生君 

「商工会議所会頭に就任して 

半年」 

   

 

今月･来月の行事 
●6/11 新年度委員打合わせ会 

 ＠那由多 
●6/12メイクフレンズの会 
＠熊本西 RC（ニュースカイ） 

●6/26職場訪問 
 ＠スマートひかりスクウェア

くまもと 

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」 

 

来訪者紹介 

    熊本西稜ＲＣ ガバナー補佐  山形 信也様 

 

会長報告（堀川貴史君） 

先週は 1週お休みとなりましたので、2週間ぶりの例会とな

りました。5月 21日（月）18時 30分から親睦、スマイル委員

会の合同 IMにおいて、5月 26日（土）開催予定のボーリン

グ大会を、参加者が少ないということで中止することを決定さ

せていただきました。時間を割いて参加の意向をお示しいた

だきました会員の皆様方に心からお詫び申し上げます。今

年度の反省点として次年度に引き継いでまいりたいと思って

おります。5月 24日（木）19時より、ロータリー情報委員会に

よります、新入会員の懇談会を開催いたしました。多数の会

員の皆様方に参加いただきましたことに心より感謝申し上げ

ます。ロータリーについての疑問点、感想等を述べていただ

きながらのコミュニケーションの大変良い機会となりました。ロ

ータリー情報委員会の後藤委員長はじめ、委員会の皆様大

変お世話になりました。また、29日（火）職業奉仕委員会の

「第 2回本音で語る企業経営の会」を開催いたしました。職

業奉仕を実践してこられた経験や想いを渕田会員にお話し

いただいた後、質疑応答の時間があり、最後は寿崎パストガ

バナーに総評をいただきました。総評の中で、寿崎パストガ

バナーから「本音で語る…」ということが最も重要であり、自

分が本当に悩んでいることを解決していける場にしてもらい

たい。というお言葉をいただきました。私ども熊本南ロータリ

ークラブは創立 50周年を過ぎて、職業奉仕活動の強化を目

的として、本音で語る企業経営の会をはじめました。前回の

寿崎会員、杉田会員の卓話の内容を照らし合わせて考える

と、これがまさにロータリーの原点ではなかったのかという感

じさえしてまいります。「第 2回本音で語る企業経営の会」は

私にとりまして、参加していただいた会員の皆様方一人一人

がそれぞれ、ポール・ハリス、シルベスター・シール、ガスタ

ーバス・ローア、ハイラム・ショーレーであったような気がいた

しました。石田委員長本当にありがとうございました。６月2日

（土）15時より、熊本第 3、第 4分区合同 IMが開催されまし

た。山崎パストガバナーの講演をはじめ、他クラブの皆様と

の交流を深めることができました。参加いただきました皆様あ

りがとうございました。 

さて、いよいよ 6月に入りました。今年度も残念ながら残す

ところあと 1ヶ月となってしまいました。ラスト 1ヶ月にふさわし

く、今月はロータリー親睦活動月間となっております。皮切り

に、今日は、熊本南ロータリークラブ毎年恒例の年祝いでご

ざいます。午前 11時から代継宮にて神事を行ってまいりまし

た。夜は親睦会を行います。今年度のお祝いの対象となら

れた松本会員、吉本会員、稲留会員、野田会員、星野会員、

丸山会員には心からお慶びを申し上げます。 

その他、12日（火）は熊本西ロータリークラブでメイクフレ

ンズの会、16日（土）～17日（日）は地区ローターアクト研修

会、24日（日）はゴルフコンペ、26日（火）職場訪問となって

おります。ここまで、皆様方の支えにより何とか行事を消化し

てくることができました。最後までご協力をどうぞよろしくお願

い申し上げます。 

以上会長報告終ります。 

 

 



 2 

幹事報告（野口泰則君） 

1. 公益財団法人助成財団センターより 

  公益財団法人助成財団センターオピニオン誌の送付 

２．熊本市国際交流センターより 

6月催し物案内の送付 

３．事務局より 

  週報ファイルアンケート、市域名簿住所欄の回覧 

 

例会変更のお知らせ 

○宇城ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ６月２９日（金）１２：３０～ 

○熊本北ＲＣ～慶祝家族会の為場所変更 

[日 時] ６月２１日（木）１２：３０～ 
[場 所] 料亭「新茶家」 

○玉名ＲＣ～前会長幹事慰労会並びに新入会員歓迎会

の為時間変更 

[変更前] ７月５日（木）１２：３０～ 
[変更後] ７月５日（木)１８：３０～ 

[場 所] 司ロイヤルホテル 

○りんどうＲＣ～夜例会の為時間・場所変更 

[変更前] ５月３１日（木）１２：３０～ 
[変更後] ５月３１日（火)１９：００～ 
[場 所] 居酒屋「鹽」 

○水前寺公園ＲＣ～親睦最終例会の為時間・場所変更 

 [変更前] ６月２０日（水）１２：３０～ 
[変更後] ６月２０日（水)１８：３０～ 

[会 場] ギャラリーカフェアーク 

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ６月２７日（水）１８：３０～ 
[場 所] メルパルク 

○荒尾ＲＣ～会場変更 

[日 時] ６月２０日（水）１２：３０～ 
[場 所] ホテル有明会館 

○荒尾ＲＣ～会場変更 

[日 時] ６月２７日（水）１２：３０～ 
[場 所] ホテルブランカ 

○城東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ６月２５日（月）１２：３０～ 
[場 所] キャッスル 

 

 

理事会報告 

①塩井泰明君の入会について→承認 

 

 

 

山形ガバナー補佐よりご挨拶 

 
 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会 （喜讀宣友君） 

会員誕生祝・結婚祝 

 

 

[ 誕生祝 ]    [ 結婚祝 ] 

中川順一 君 6.3  山本 円 君 6.6 

玉田光識 君 6.13  元田亮一 君 6.11 

齊藤直信 君 6.18  倉崎保広 君 6.15 

久峨章義 君 6.18  原 裕一 君 6.17 

馬場 啓 君 6.21   

濱田定勝 君 6.27  

工藤青史 君 6.30  

 

 ６月４日 年祝の会  １８：３０ 新茶屋 

 ６月２４日 ゴルフコンペ＠あつまるレークカントリークラブ 

 ６月２６日 職場訪問＋歓迎会＠那由多 

 

●職業奉仕委員会（井上雅文君） 

 ６月２６日 職場訪問 １６：３０～  

NTT西日本 ITショールーム「スマート光スクウェアくまもと」 

 

出席報告（園田修司君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（1/16） 

修正出席率 

６０名 ４７名 81.03％ ８５．７１％ 

出席規定適用免除者 ８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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●次年度幹事（漆島典和君） 

 次年度予算 

 ６月１１日 次年度 IM＠那由多 

 ６月１１日 次年度理事会 

 

 

スマイルボックス（吉永彰一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君 

山形ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。１年間大変お世話

になりました。 

本日年祝をお迎えになられた皆様おめでとうございます。今後ま

すますのご活躍をお祈りいたします。また、本日卓話をいただき

ます永井会員、楽しみにしています。よろしくお願いします。 

○漆島典和君 

 本日は、早朝より祝年の会員の皆様、応援団の会員の皆様、龍

田の代継宮までお越しいただきロータリーの友情に感謝致します。

また、祝年の会員の皆様の今後ますますのご多幸をお祈り致しま

す。 

○堀川貴史君 

中学３年生の息子が学校で作文を書きました。タイトルは「将来

の夢」。自分からは、決して内容について話そうとしない息子。家

内は PTA副会長の力を駆使して、作文を読むことに成功。そこ

には「将来、父の会社を継ぎたい…」と書いてありました。私は一

言「小さくまとまるなよ。」と。素晴らしい家族愛に感謝してスマイ

ルします。ベストスマイル賞を狙っています。 

○野口泰則君  

稲留会員の古希をお祝いしてスマイルします。とても元気な古希

でなによりです。 

○久峨君  

本日の年祝欠席致します。 

○田川憲生君 

石田さん、ありがとうございました。ご栄転おめでとうございます。

益々のご活躍をお祈りします。 

○髙宮 宏君  

永井会員の卓話、楽しみにしてます。又、山本会員お元気そう

で何よりです。 

○星野誠之君 Ⅲ 

長らくお休みして、申し訳ありませんでした。ようやく期末の監査

もひと段落し、余裕が出てきました。今からは頑張って出席しま

す。 

○永井富士雄君 

本日の卓話を仰せつかりました。皆様への参考の話は出来ませ

んがよろしくお願いします。 

○石田隆造君 

先週金曜日に人事異動の発令があり、転勤が決まり、６月中に

熊本を去ることになりました。新聞発表もありましたが、６月２５日

付で南大阪支店長に就任します。皆様には本当にお世話になり

ました。当クラブではたくさんの良き思い出を頂戴し、そして何よ

りも尊敬できる先輩方、素晴らしいたくさんの友人たちに巡り合う

ことができ、心から感謝しています。今月後２～３回の例会に参

加できると思いますが、最後までよろしくお願いします。 

○石田隆造君、古財良一君 

５月３１日に開催された職員さん対象の日航ホテル創立 

１０周年記念パーティーに、再びバンドを組んで田川社長の歌

の伴奏をさせてもらいました。田川さんはその美声に大喝采を浴

びられ、我々もバンド冥利に尽きました。大変盛り上がったパー

ティーであり、日航ホテルの皆さんの結束力と勢いを感じました。

既に「九州 No.１ホテル」になっておられると思いました。 

○喜讀宣友君 

 親睦活動委員会で企画しましたボウリング大会が催行人数に達

せずボツとなってしまいました。楽しみにされていた方には大変申

し訳なく思っております。来期に際企画したいと思います。お詫び

のスマイルです。 

○木村弘訓君 

今月２３日当ホテルにて長男圭吾の社長就任パーティーを行い

ます。梅雨のさなか是非ご参加ください。よろしくお願い致しま

す。 

○野口泰則君 

当社有限会社オレンジ「創業３０周年感謝の夕べ」を新茶家さん

にて盛大に行いました。堀川会長にも祝辞を頂きました。これも

皆様方のお陰と心より感謝しスマイル致します。 

○田川憲生君、渡邉秀章君、井上雅文君、現王園敏伸君 

本日の永井様の卓話楽しみにしています。 

○石田隆造君、井上雅文君、渡邉秀章君、馬場大介君、 

園田修司君 

５月２９日に職業奉仕委員会主催の「第２回本音で語り合う企業

経営の勉強会」を開催致しました。若手とベテラン交えて１７名参

加頂き、大いに活発な意見交換が出来たことを感謝します。特

に、素晴らしい講演をいただいた渕田会員には心から感謝です。

ありがとうございました。 

○吉本栄一君、稲留穂君、野田三郎君、丸山浩之君、 

星野誠之君 

本日午前１１時より代継宮におきまして年祝の神事を行って頂き

ました。お忙しい中お集まり頂きました皆様には、心より感謝申し

上げます。また、夜も祝宴を用意していただき、ありがとうござい

ます。これからもロータリー発展の為、健康に気を付けて頑張り

ます。ありがとうございました。 

○寿崎肇君 

６月１日京都での日台親善会議に出席、勉強させて頂きました。

特に裏千家第１５代大宗匠千玄室氏のお話。６月２日と３日は神

戸で第１回インターアクト研修会が行われ全国各地の高校生の

奉仕活動の報告がありました。国府高校にも勇気をつけてあげ

たいと思いました。来週報告させて頂きます。ありがとうございま

した。 
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○野田三郎君 

本日は代継宮にて神事をとりおこなって頂きありがとうございまし

た。先月５月２５日（金）に行われました熊本県中小企業団体中

央会の第５７回通常総会におきまして、第７代会長に選任されま

した。これまで熊本南 RC在籍３０年での経験を活かしながら会

長職を務めて参ります。今後とも皆様方のご指導どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○山形信也様（ガバナー補佐） 

一年間ガバナー補佐を務めさせて頂きました。皆様のご協力を

頂いたお陰で間もなく終わらせて頂きます。ありがとうございまし

た。 

○坂本研一君、渕田俊郎君 

本日の年祝おめでとうございます。 

 

 

 

●卓話 

 

  
永井富士雄会員 

「熊本の農水産業について」 
 

 

 

 

 

 

 

1.私の農業団体奉職 37年の歩み 

 園芸事業…20年（当初営農指導員として出向、 

支所、本会、県外事務所勤務） 

昭和 46年（1971年）80億円 

→平成 13年（2001年）800億円強 

 監理部門…3年（新規開拓事業として開発事業に 

取り組む） 

 加工米飯事業…9年（平成元年冷凍米飯事業、 

ユーユーフーズ㈱の設立） 

県、丸紅、大阪ガス、経済連による第 3

セクターの新会社設立 

販売はロイヤル、すかいらーく、デニー

ズなどの外食産業。営業部長として関

東・関西を中心に営業活動を行う。 

 畜産事業…5年（熊本畜産流通センターの役員として出向） 

      委託処理中心の業務から仕入れ・販売業務まで取

り組む。 

      30億円→75億円 ISO認証取得、施設整備計画

の策定 

2．熊本県経済連のあゆみ 

営農生活事業、販売事業、購買事業、関連会社 

からなる 

昭和 26年 4月発足(昨年 60周年)417JAでスタート現在

14JA  平成に入り市町村合併、JA合併推進、県内 11JA 

昭和 46年入会時取扱額 773億円で構想ピークが昭和 61年

3394億円、平成 7年まで 3000億円台で推移、平成 8年以

降農業従事者の高齢化や担い手不足に加えて、国際化・自由

化・規制緩和による価格の低迷で減少する。また、JAへの

事業移管などから現在では 1800億円の取扱高となっている。 

3.熊本の農業について（冊子・くまもとの農業 2011） 

 稼げる農業の実現に向けて…顔の見える販売、高品質、低コ

スト農業推進 安全生産の体制、安全・安心への取り組み、

六次産業化、販路の拡大、認定農業者の育成、企業の農業参

入、環境対策、地産地消・食育推進 

農業の概要…平成 22年度の農業産出額は全国 5位の 3.071

億円、内訳は、野菜 33％、畜産 30％、米 14％、果実 10％、

工芸作物 5％になっている。 

作物別生産状況…配布資料参照 

4．くまもとグリーン農業（応援宣言を募集チラシ） 

 環境保全型農業を生かした「熊本グリーン農業」として、環

境と調和した持続性の高い農業を普及拡大すると共に、消費

者への理解促進と流通の拡大を推進しています。別冊チラシ

「くまもとグリーン農業・応援宣言」の応援者になって頂く

ようお願いします。 

５．熊本県の水産について 

 熊本県の占める地位  生産額 370億円 

  海面漁業 105億円(全国 29位)  

海面養殖 265億円(全国 4位) 

真鯛・ふぐ(全国 2位) 車海老(3位) 

このしろ(1位) アサリ(2位) 

 県内卸売市場(10社) 

  平成 21年 69.000ｔ 302億円取り扱い 

  うち田崎市場が約 90％を占める 

  平成 14年比で数量 78％(-20.000t) 金額で 68％(-140億

円)の減少 

  数量・単価共に年々減少している。 

 

全国的な魚の消費の落ち込み、売残が多く、また市場外流通の

増加、若者の魚離れが顕著になっている。 

 魚食普及をお願いします。 

 

 

 

【例会予定】    

６月１１日（月） 会員卓話 田川憲生君 

 

６月１８日（月） 常任委員会委員長退任挨拶 

 

６月２５日（月） 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

本日の合計 77,000円 

今年度の累計 1,704,115円 


