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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 

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42回 例会記録(通算第2527回) 

 平成24（2012）年6月18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. 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

    

 

今月･来月の行事 
●6/26職場訪問 

 ＠スマートひかりスクウェア
くまもと 

●6/26新入会員歓迎会 
 ＠那由多 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

会長報告（堀川貴史君） 

６月第３例会を迎えました。先週１２日（火）には、

メイクフレンズの会として、熊本西ロータリークラブの

例会に５名参加いたしました。熊本西ロータリークラブ

は私ども熊本南ロータリークラブがスポンサークラブ

ということもあり、熊本西ロータリークラブ安田会長か

らも、当時の画像とともに、熊本西ロータリークラブ誕

生と熊本南ロータリークラブとの関わりについてのお

話をいただきました。参加した皆様方にとりましても、

大変良い機会となったことと感謝申し上げます。また、

１６日（土）～１７日（日）は地区ローターアクト研修

会が開催されました。１日目の開会式、懇親会、２日目

の分科会、全体会、卒業式、表彰式、閉会式まで多数の

皆様にご参加いただきましてありがとうございました。

熊本南ローターアクトクラブの皆さんも研修会のホス

トクラブを立派に務めていただきました。ご指導いただ

きました吉原委員長はじめ、委員会の皆様に心から感謝

申し上げます。私は、提唱クラブの会長として、これ以

上ない至福のときを過ごさせていただきました。あらた

めて熊本南ローターアクトクラブを提唱する熊本南ロ

ータリークラブの素晴らしさを感じることができまし

た。 

さて、来週はいよいよ今年度の最終例会となります。

１年の締めくくりとして最終例会にふさわしい内容に

したいと考えております。皆様方のご出席をよろしくお

願い致します。 

以上会長報告終ります。 

幹事報告（野口泰則君） 

1. 熊本県暴力追放運動推進センターより 

  暴追速報の送付 

２．別府北RCより 

第28回インターアクト年次大会のご案内 

7月28日(土)～29日(日)湯布院自然の家ゆふの丘プラザ 

３．熊本県青少年育成県民会議より 

熊本県青少年育成県民会議総会資料の送付 

４．事務局より 

  来週（6月25日）の例会は会場を阿蘇に変更 

 

例会変更のお知らせ 

○りんどうＲＣ～歳の祝の為時間変更 

[変更前] ６月２１日（木）１２：３０～ 
[変更後] ６月２１日（木）１９：００～ 

[場 所] エミナース 

○熊本東ＲＣ～最終例会の為時間変更 

[変更前] ６月２６日（火）１２：３０～ 
[変更後] ６月２６日（火）１９：００～ 

[場 所] ホテルキャッスル 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ６月２8日（木）１２：３０～ 

[場 所] エミナース 

 

新入会員自己紹介 

氏名：塩井 泰明（しおい やすあき） 

生年月日：昭和２６年１１月３０日 

勤務先：有限会社 塩井商事 

職業分類：不動産 

推薦者：野口泰則 今村浩昭 

趣味：アウトドア 
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委員会報告 

●ローターアクトクラブ委員会 （吉原コウイチ君） 

6/16（土）17（日）の二日間に亘り行われました第 27回地

区ローターアクト研修会が、熊本南 RACのホストにより無

事終了しました。会員の皆様には全員登録をしていただ

き、また雨の中ご出席いただきました皆様には大変ありが

とうございました。会員数も、寿崎奨学生の中国の史キョウ

リョウ君が、この研修会のタイミングで入会し、今期目標に

してました 20名に奇跡的に達することができました。また、

前年度寿崎奨学生の韓国のパク・ナヨン君とあわせて、外

国人が 2名加わり国際色も豊かになりました。今後も変わ

らぬご支援をよろしくお願いいたします。どうもありがとうご

ざいました。 

 

 

↑RAC 山田実行委員長 

 

↑手に手つないで  ↓大会テーマの木 

 

 

●出席委員会（園田修司君） 

 ６月１２日(火)メイクフレンズの会＠熊本西 RC 

 ５名の参加 

 堀川貴史君、野口泰則君、平尾 豊幸君、渡邉秀章君、 

吉本栄一君 

 

 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君・漆島典和君 

塩井泰明さんの新入会員を心より歓迎致します。親睦と奉仕活

動を楽しんで新たなる成長を期待し、スマイルします。 

○髙宮 宏君 Ⅱ 

①本日の入会の塩井さん、心より歓迎致します。塩井さん の豪

邸の隣の小さな家の住人です。今後ともよろしく。 

②6月 14日、明治大学の熊本県支部の総会で支部長に選任さ

れました。当クラブの稲留会員、喜讀会員、元田会員、どうか今

後のご協力よろしくお願い致します。 

○田邉信一君 

今期、クラブ管理運営委員長を務めさせて頂きましたが、次週で

任期終了となります。関連各委員長様各位に感謝してスマイル

します。 

○寿崎肇君 

先週の田川会議所会頭の卓話に感動致しました。門司、長崎、

鹿児島、宮崎まで熊本から２００キロ、九州のど真ん中。九州のワ

シントンを目指すお話。二度と九大の口惜しさを味わわないその

お話に感激いたしました。熊本南RCとして力を合わせれば田川

会頭の強い願望は必ず達成できます。実現の歓びに感謝してス

マイルを。ありがとうございます。 

○漆島典和君  

代継宮｢曲水の宴｣の動画を古財会員が制作されました。歌人の

寿崎会員の雄姿にご注目下さいましたでしょうか。感謝。 

○古財良一君 

 音楽会の告知を後程させて頂きます。ありがとうございます。 

○丸山浩之君 

この度、熊本商工会議所、経営・技術支援強化事業(エキスパー

トバンク)において、熊本県の飲食事業主として初めて専門家(エ

キスパート)に登録をしていただきました。これからも、飲食店全

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 

６１名 ４４名 75.86％ ８９．６６％ 

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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体の地位向上と発展のために頑張ります。我が店が揺るがぬよ

うに足元をしっかり固めていきます。宜しくお願い致します。 

○田川憲生君 

明日１９日(火)２４：３０すぎから TKU の「夜はホンネで」に出ます。

３０分の対話形式です。録画ででも見て頂ければとの思いでスマ

イルします。 

○吉原コウイチ君 

ローターアクトの会員が今期６名から目標の２０名に達しました。

ご協力頂いた会員の皆様本当にありがとうございました。これで

来期工藤委員長に安心してバトンが渡せます。改めて例会場を

提供頂いてます濱田会員にもお礼を申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

○渡邉秀章君 

昨日は父の日。朝８:３０に携帯が鳴り、配達の方から今から届け

るという案内でした。しばらくしてチャイムが鳴り、ドアを開けると

花束を持った花屋さん。贈り主は、アメフトをやっていた息子の

彼女でした。朝からサプライズで、梅雨空に負けない元気なひま

わりの花束を贈られ最高の父の日となりました。 

○山本 円君、古財良一君、丸山浩之君 

この度の石田会員のご栄転、本当におめでとうございます。と同

時に石田さんには、いろいろな事でお世話になりました。特に昨

年末のオヤジバンドでの素晴らしい演奏は脳裏に焼きついてお

ります。大阪でもそのお人柄と卓越した才能を存分に発揮される

ことを祈念致します。また大阪でお会いします。バンドメンバー一

同。 

○石田隆造君 

 転勤が決まり、いよいよ今回が例会出席の最終日となります。本

当にお世話になりました。益々のご発展と皆様のご健勝を心から

お祈り申し上げます。 

 

 

 

 

●音楽会のお知らせ（古財良一君） 

 熊本南 RCで卓話をお願いした大林由紀さんの出演する音楽会

のお知らせ 

 「樹と風と舞 樹々を吹き抜ける風 

～ピアノ南米の笛ケーナ」 

 ７月８日（日）１８：００開場 １８:３０開演 

 長崎書店３F 

 入場料 ３，０００円 

 

●常任委員長退任挨拶 

○会員維持増強委員長（漆島典和君） 

本年度会員増強委員長を仰せつかりました漆島です。 

年度初めに５９名でした会員数も、今日入会されました塩井会員

を入れて６１名になりました。これも皆様のお陰と感謝いたします。

次年度の木村会員、どうぞよろしくお願い致します。 

○クラブ広報委員長（馬場大介君） 

 本年度クラブ広報委員会委員長という大任を仰せつかり、当初

「広報とは何か」といった初歩的な疑問からスタートしましたが、

会長、幹事や委員会の皆様のご協力もあり、無事任期を終えるこ

とができました。 

改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

クラブ広報委員会では、地区協議会の意向もあり、クラブ内での

会員同士のつながりのみならず、ITをつかった外部への情報発

信も念頭に置き、活動を勧めました。特にホームページのリニュ

ーアルでは、クラブの各活動をよりリアルタイムに、会長のつぶ

やきも交えながら、一新できました。 

ただ、コンテンツについては、まだまだ継続して改善が必要かと

思われ来年度以降に持越になりました。 

「ロータリーの友」、「週報」などの広報活動をとおし、全国のロー

タリー活動の奥深さを、私自身再認識でき、勉強になりました。 

○クラブ管理運営委員長（田邉信一君） 

本年度は重点目標および活動方針として、「関連各委員会が継

続性を持ち、かつ他の委員会と連携をとりながら活動ができるよ

うに調整をはかる。」ということを掲げましたところ、親睦活動委員

長の主導のもと、関連委員会合同のインフォーマルミーティグが

定期的に開催されました。 

これにより、各委員会の共通理解と意思の疎通がはかられ、スム

ーズな委員会の活動がなされました。 

各委員長並びに各委員の方々に感謝申し上げると同時に、来

期におきましても、ぜひこれを継続していただき、十分なクラブ奉

仕の成果があがるような委員会活動がなされますようお願い申し

上げます。 

○奉仕プロジェクト委員長（浅山弘康君） 

本年度を振り返り、ご協力いただいた委員会メンバー、クラブメン

バー他、関係者全員に感謝申し上げます。 

本年度に入る前に堀川会長から｢親睦がメイン｣といわれ身の引

き締まる思いで、毎月インフォーマルミーティング開催というノル

マを課しなんとか一年間やり通しました。毎回多くのメンバーに

参加いただき本当に感謝しています。 

なるべくみんなが参加しているという実感がもてるよう月初のセレ

モニーを委員会メンバーで順番にしたり、各行事の挨拶等も本

年度の理事の持ち回りという新しい試みに挑戦しました。 

例年に比べると、齊藤会員・田川会員のお祝いの会や、児玉さ

んの送別会で企画していたものが、園田会員との結婚を祝う会

になったりと例外的に事業が多かったかなと思います。 

本年度のそれぞれの事業に、満足ではありませんが達成感はあ

ります。ただ残念だったことが二つあります。一つ目は直近で企

画したボウリング大会が催行人数に達せず、検討の結果中止に

なったこと。特に、いつもはあまり参加されない井上雄一郎会員

が家族で申し込まれていてすごく楽しみにされていたのに期待

を裏切り申し訳なく思っており心残りですが、来期の三角委員長

が再企画してくれるものと思います。二つ目は新入会員の歓迎

会が少なかったことです。 

本日の合計 ２６,０００円 

今年度の累計 1,7６８,115円 



 4 

本年度の良かった点、悪かった点を再度見つめ直し次期三角委

員長に引き継ぎたいと思いますので、メンバーのみなさんの奇譚

のない意見をお待ちしております。 

今後とも親睦活動事業にご協力をお願いするとともに、一年間ご

協力いただいたことに感謝を申し上げ挨拶に代えたいと思いま

す。 

○R財団委員長（中川順一君） 

ロータリー財団には莫大な量の資料があります。手続き要覧だ

けでも３００ページを超します。皆さんパソコンをお持ちだと思い

ます、Yahoo!でロータリーと引けば全てが書いてあります。 

私も近頃この事をしりました。皆さんも一度検索してみてくださ

い。 

○社会奉仕委員長（丸山浩之君） 

初めての委員長で、何かと不慣れで、堀川会長、野口幹事に指

導を頂き、どうにか任を務めることが出来ました。 

今年度は大きく三つの行事がございました。 

一つは、オハイエへの楽器の寄贈。これは大変喜んでいただき

ました。音を通じての交流が図れました。 

二つ目は、熊本城マラソン。こちらは寒い中、又長時間にわたり

頑張って頂きました。特に渡邉、元田、現王園の各会員の社員

様に多数協力頂きましたことに深く感謝致します。 

最期は、家族清掃でした。ローターアクトのメンバーも、皆一生

懸命成功させようと動いている姿が印象的でした。 

次年度はベテランの赤澤委員長の元、さらに充実した一年にさ

れると思います。私も一会員として頑張ります。 

今年度は大変お世話になり有り難うございました。 

○国際奉仕委員長（今村浩昭君） 

この１年間、国際奉仕委員長として、「タイプロジェクト」４年目を

無事に終えることができますことに、心より感謝申し上げます。 

当初予定しておりましたチェンカム RCの支援事業は先方の都

合でなくなりましたが、山岳民族のメコン寮支援を行うことができ

ました。 

来年度も引き続き、国際奉仕委員長を拝命いたします。「タイプ

ロジェクト」５年目、多くの方とタイに行くことができることを願って

います。 

○親睦活動委員長（喜讀宣友君） 

本年度を振り返り、ご協力いただいた委員会メンバー、クラブメン

バー他、関係者全員に感謝申し上げます。 

本年度に入る前に堀川会長から｢親睦がメイン｣といわれ身の引

き締まる思いで、毎月インフォーマルミーティング開催というノル

マを課しなんとか一年間やり通しました。毎回多くのメンバーに

参加いただき本当に感謝しています。 

  なるべくみんなが参加しているという実感がもてるよう月初のセレ

モニーを委員会メンバーで順番にしたり、各行事の挨拶等も本

年度の理事の持ち回りという新しい試みに挑戦しました。 

例年に比べると、齊藤会員・田川会員のお祝いの会や、児玉さん

の送別会で企画していたものが、園田会員との結婚を祝う会にな

ったりと例外的に事業が多かったかなと思います。 

本年度のそれぞれの事業に、満足ではありませんが達成感はあ

ります。ただ残念だったことが二つあります。一つ目は直近で企

画したボウリング大会が催行人数に達せず、検討の結果中止に

なったこと。特に、いつもはあまり参加されない井上雄一郎会員

が家族で申し込まれていてすごく楽しみにされていたのに期待を

裏切り申し訳なく思っており心残りですが、来期の三角委員長が

再企画してくれるものと思います。二つ目は新入会員の歓迎会が

少なかったことです。 

本年度の良かった点、悪かった点を再度見つめ直し次期三角委

員長に引き継ぎたいと思いますので、メンバーのみなさんの奇譚

のない意見をお待ちしております。 

今後とも親睦活動事業にご協力をお願いするとともに、一年間ご

協力いただいたことに感謝を申し上げ挨拶に代えたいと思いま

す。 

○スマイル委員長（元田亮一君） 

一年間大変お世話になりました。皆さまのお力添えのおかげを

持ちまして、無事スマイル委員長を務めることができました。皆さ

まの協力にあらためて深く感謝申し上げます。 

昨年引き受ける際は割合に軽い気持ちでしたが、スマイルの意

義やスマイルのお金の使い道等を理解するにつれ、責任の重さ

を痛感いたしました。目標額を消化できなければどうしようなど悩

んだりもしましたが、堀川会長をはじめ皆さまの温かい協力により

何とか達成できました。ありがとうございます。やり残したことばか

りですが、来期は一会員として坂本委員長のサポートを通じ今

会期にできなかったことの実現に協力する所存です。 

○S.A.A．委員長（山本 円君） 

 ※ご都合により原稿の提出がございません。 

 

 

【例会予定】    

 

７月２（月） 会長・副会長・幹事就任挨拶 

 

７月９日（月） 寿崎奨学生紹介・挨拶 

 

７月２３日（月） 常任委員長就任挨拶 


