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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

③ 好意と友情を深めるか
④ みんなのためになるかどうか
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第43回 例会記録(通算第2528回)
平成24（2012）年6月25日

斉唱

国歌 君が代
ロータリーソング

今日の例会

今月･来月の行事

1.
2.
3.
4.

●７/９ 寿崎奨学生例会招待
●７/２３ ガバナー公式訪問

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
会長・副会長・幹事就任挨拶

幹事報告（野口泰則君）
「奉仕の理想」

1. 日本キリスト教海外医療協力会より
「みんなで生きる」6・7月号の送付

来訪者紹介
熊本ＲＣ

２．ガバナーエレクト事務所より
木下 修様

会長報告（堀川貴史君）
今年度の最終例会を迎えました。先週は、23 日（土）16 時 30 分
からホテルニューオータニにて、ガバナー主催による「ガバナーと 1

地区協議会報告書・会長エレクト研修セミナー報告書の送付

例会変更のお知らせ
○平成ＲＣ～最終家族例会の為時間変更

地区役員が出席して 1 年間の想いを語り合う時間となりました。私

[変更前] ６月２７日（水）１２：３０～
[変更後] ６月２７日（水）１８：３０～
[場 所] エミナース

自身も 1 年間の本田ガバナーへの感謝の気持ちを伝えてまいりま

○荒尾ＲＣ～合同例会の為時間変更

した。また、夕方から、当クラブ、木村会員のご子息の社長就任の

[変更前] ７月４日（水）１２：３０～
[変更後] ７月４日（水）１８：３０～
[場 所] ホテルヴェルデ

年を振り返っての会」が開催されました。地区内のクラブ会長、及び、

祝賀会が開催されました。熊本南ロータリークラブからも多くの会員
の皆様が出席されておりました。改めまして、心よりお祝いを申し上
げます。また、昨日 24 日（日）は、今年度最終のゴルフコンペが予
定されておりました。多くの方々にご参加いただくようにしておりまし

委員会報告
なし

たが、残念ながら大雨のために中止となりました。
例会は本日が最終となりますが、明日 26 日（火）に今年度最後
の事業となります、第 2 回の職場訪問と新入会員の歓迎会を予定し
ております。職場訪問でお邪魔いたします渡邉会員には大変お世
話になります。どうぞよろしくお願い致します。この事業を持ちまして、
今年度の全ての事業は終了いたしますが、6 月いっぱいが任期で
ございます。あと 1 週間事故なきよう、よろしくご協力お願い申し上
げます。
のちほど、退任のご挨拶をさせていただきます。1 年間の私の思
いはそのときにお話をさせていただきます。
以上会長報告終ります。

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

４５名

77.59％

１００％

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

スマイルボックス（元田亮一君）
○堀川貴史君・田邉信一君・野口泰則君・坂本研一君・
三角雄介君

○吉本栄一君 Ⅲ

本年度一年間皆様大変お世話になりました。感謝してスマイル

木村さんの体育堂新社長就任祝賀会が盛大に挙行されおめで

致します。熊本南ロータリークラブの発展を心より期待しておりま

とうございます。又、福引きに素晴らしい商品を頂きありがとうご

す。ありがとうございました。

ざいました。おみやげもシャトーものとシャブリエの美味しいワイ

○寿崎肇君

ンを頂き大切にいただきたいと思っております。

今日が堀川年度の最終例会です。この一年間堀川会長と野口

○豊増千鶴男君

幹事の毎回のスマイル、W の時もたくさんありました。感動致しま

木村会員の祝賀会に、風邪の為欠席致しました。お詫びしてスマ

した事と熊本南 RC の奉仕活動にたっぷり使えるスマイルを残し

イル致します。

て下さったことに感謝してスマイルさせて頂きます。ロータリー寿

○神谷平吉君

崎奨学会の公益法人への認定申請が次年度になります。担当

私 23 日の木村会員の御子息圭吾様の社長就任祝賀会に出席で

の方々には、ご苦労をお掛けいたします。

きませんでした。心からお祝い申し上げます。お詫びのスマイル

○久峨章義君 Ⅱ

をさせて頂きます。

堀川会長野口幹事一年間お疲れ様でした。又来年度の浅山会

○濱田定勝君

長エレクト及び漆島幹事予定者におかれましては、引き続きよろ

濟々黌が昭和 33 年、第 30 回全国高校選抜野球大会で優勝しま

しくご指導お願い申し上げます。残念ながら 7 月最初の例会は

した。その時の監督が木村会員のお父様です。創立された体育

長女をシンガポールまで迎えに参りますので欠席致します。お

堂は今年で 67 年を迎え、その 2 代目の木村会員は 63 歳を迎え

わびを兼ねてスマイル致します。

られ、この桟を期して、社長を新婚早々のご長男に譲り会長に就

○工藤青史君・野口泰則君・今村浩昭君・齊藤直信君・

任されました。誠におめでとうございます。これからも体育を通し

馬場大介君・吉原コウイチ君・元田亮一君

て益々社会に貢献されることを祈念致し、スマイル致します。

堀川会長一年間お疲れ様でした。

○寿崎肇君

○濱田定勝君

昨日木村会員の(株)体育堂の 3 代目社長の披露宴に出席致しま

熊本 RC 木下康様のご長男木下幹事のご来訪、心より歓迎致し

した。引き出物のワイン 2 本の他に抽選会では旅行ケースが当た

ます。

りました。感謝を込めてスマイルさせて頂きます。ありがとうござい

○髙宮 宏君

ました。

堀川年度の役員の方々お疲れ様でした。来週からは、ゆっくりし

○野口泰則君・河口義弘君・中川順一君

てください。又熊本クラブの木下さんのご来訪心より歓迎致します。

株式会社体育堂社長就任パーティー大盛会おめでとうございま

大学のお世話よろしくお願いします。

した。また福引抽選会にも当たり、商品までいただき、心より感謝

○野田三郎君

しスマイル致します。

塩井泰明会員の入会を心から歓迎しスマイルします。塩井さんと

○堀川貴史君・野口泰則君

は、高校入学前の松楠塾で 1 年間、苦楽を共にした仲です。今

熊本 RC の木下様のご来訪を歓迎しスマイル致します。

回、44 年ぶりに再会しました。お互い既に 60 歳、還暦を迎えて

○木村弘訓君

５Ⅹ

ますので、健康に注意してロータリー生活を楽しみましょう。よろ

体育堂 3 代目社長就任祝い無事に済みました。沢山の激励に感

しくお願い致します。

謝してスマイル致します。

○稲留穂君
20 日に自動車運転免許の更新に行ってきました。右目は緑内
障、左目は白内障で視力が低下しており、駄目だとあきらめてお

本日の合計

１２０,０００円

りましたら、奇跡的に通りました。代継宮で古希を祝って頂いた

今年度の累計

1,888,115 円

お陰もあるのかなと感謝してスマイル致します。
○星野誠之君
本年度も無事最終例会を迎えることができ、嬉しく思います。皆

●会長・副会長・幹事退任挨拶

様にもお礼申し上げます。ありがとうございました。

○幹事（野口泰則君）

○三角雄介君・喜讀宣友君

時代が大きく変わっていく中で堀川会長は勇気を持って挑戦さ

昨日のゴルフコンペは雨男ぶりを発揮して、今年一番の大雨を

れ、変化され、若手会員を選任され、また各委員長、特にプログ

降らせてしまい、ゴルフ場がクローズとなってしまいました。次年

ラム・職業奉仕・親睦委員長・社会奉仕委員長は大変頑張られ

度も引き続きコンペへの参加をよろしくお願いします。

ました。感動しました。ここ 4～5 年で世代交代が進み、5 年未満
の会員は 70％になっています。だから、良くロータリーのことは
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詳しくない中で親睦・奉仕活動をしてこられ、大きく成長され、熊

４． 各委員会活動

本南 RC に新しい歴史を作って来られたと思います。何も大して

＊ 職業奉仕委員会

しなかった幹事でしたが、来期からまたご指導よろしくお願い申

・本音で話す職業奉仕の勉強会開催

し上げます。

＊ 社会奉仕委員会

○副会長（田邉信一君）

・生活環境分野への活動の研究

本年 2 月に大住副会長がご逝去され、その後任として、副会長職

・自然環境分野への活動の研究

を務めさせていただきました。

・福祉分野への活動の研究

本年度の方針として堀川会長は、１）主体性をもったクラブ運営

＊ 新世代奉仕委員会

２）親睦の機会を増やすということ等を掲げて、様々な活動を計画さ

・IAC、RACとの連携

れ、実行をしてこられました。

・地域社会の新世代教育への活動の研究

これらについては、年間を通して各会員の皆様のご協力を得て、

＊ 国際奉仕委員会

当初計画されたとおりにそれぞれの目標が達成されたと思います。

・タイプロジェクト事業として、浄水施設設置工事から里親制度そ

クラブ細則による副会長の任務は、会長不在の場合に議長その

してフェアトレードの研究

他を務めることとなっております。

・台北大同ロータリークラブとの協同プロジェクトの研究

堀川会長は丈夫な会長でありますので、そのような事態もなく、

＊ クラブ管理運営委員会

常に先頭に立って活動をされたことは、最も望ましいクラブ運営が

・親睦と奉仕の両立を図る

なされ、喜ばしいことであったと思います。

５． 以上を基本にクラブ活動を行い、その結果としてロータリー指

ＲＩ会長方針、ガバナー方針、会長方針が毎年打ち出され、その

導者の育成を図り、CLP（クラブ・リーダーシップ・プラン）の運用を

時々によって取り組むべき重点項目が変っていきます。
また、ロータリーの歴史からみても、親睦から職業奉仕、それから
社会奉仕へと、活動の力点も変遷してきています。
ロータリーの会員にとっては、これらのことを踏まえつつ、「奉仕
の理想、理念」というものをどうとらえ、どう実践するかということが重
要かと思っています。
このことについて自分自身としても、会員の皆様と共に取り組ん
でいきたいと望んでおりますので、今後ともよろしくお願い申し上げ
ます。
○会長（堀川貴史君）

行います
2008年8月25日（月）
熊本南ロータリークラブ創立 50 周年記念ビジョン委員会
２．会員家族、ロータリー家族、地域社会との協調
①家族会（親睦委員会）②熊本城マラソンボランティア（社会奉仕）
③オハイエくまもと楽器贈呈支援活動（社会奉仕）
④家族清掃（新世代、ローターアクト、社会奉仕、クラブ広報）
ローターアクトの会員は、年頭6名から20名になりました。
１．10 ヵ年ビジョン進捗の見える化

⑤IAC 募金、ヒロデザインコンテスト支援（インターアクト、新世代）

熊本南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ【10ヵ年ビジョン】
１． 熊本南ロータリークラブは、10年後に会員数150名を目指して

３．各委員会活動の強化と長期計画作成

魅力あるクラブづくりに努めます

職場訪問、本音で語る企業経営の会①②（職業奉仕）

２． 10ヵ年ビジョンのコンセプトは、創立50周年スローガンである

スマイル委員会

「融和、そして未来へ―。」とします

・スマイル金額180万突破！

３． 10ヵ年ビジョンの方針は、親睦と奉仕の両立を図り、思いやり

・ベストスマイル賞（2回）

の心をもって社会に貢献できるクラブ活動を行い、変化する社会ニ

ロータリー情報委員会

ーズに対応できるようクラブ運営に努めます

・インフォメーション4回
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・新入会員懇談会
クラブ広報
・HP改編、イベントジャンパー製作
雑誌
・ロータリーの友紹介
出席
・メイクフレンズ2回（西南、西）
プログラム
・2500回例会、幸山市長卓話
・外部卓話、先輩方のお話、新入会員卓話国際奉仕
・タイプロジェクト継続中（4年目）
姉妹クラブ
・次年度の青少年交換事業準備
R寿崎奨学会
・6名・・・1名ローターアクト入会
米山奨学会
・卓話の提供
ロータリー財団
・オハイエ支援の地区補助金手配
新世代
・新世代プロジェクト立上げ準備

【例会予定】
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
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