
 

 

堀川会長お疲れ様でした。浅山新会長一年間よろしくお願いします。 

第 1 回例会記録(通算第 2529 回) 

平成 24（2012）年 7 月 2 日 

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 

熊本南 RAC 会長 広瀬 祐樹 君 

熊本南 RAC 幹事 山田 佳澄 君 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.寿崎奨学生紹介と挨拶 

8/6 暑気払い（予定） 

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 ５０名 86.21％ ９１．３８％ 

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） 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～合同例会の為時間変更 

[変更前] ７月２３日（月）１８：３０～ 

[変更後] ７月２３日（月）１２：３０～ 

[場 所] ホテル日航熊本 

○熊本西ＲＣ～合同例会の為日時変更 

[変更前] ７月２４日（火）１２：３０～ 

[変更後] ７月２７日（金）１８：３０～ 

[場 所] ニュースカイ 

○西南ＲＣ～合同例会の為日時変更 

[変更前] ７月２６日（木）１２：３０～ 

[変更後] ７月２７日（金）１８：３０～ 

[会 場] ニュースカイ 

○中央ＲＣ～合同例会の為時間変更 

[変更前] ７月２７日（金）１２：３０～ 

[変更後] ７月２７日（金）１８：３０～ 

[会 場] ニュースカイ 

 

幹事報告（漆島典和君） 

1. 水前寺公園RCより 

  インターアクト大分、熊本連絡協議会議事録の送付 

２．熊本市国際交流会館より 

  7月催し物ご案内の送付 

３．米山記念奨学会より 

  2012年度上期普通寄付金送金のお願い 

４．熊本中央RCより 

  会長幹事会・ガバナー補佐会議事録と写真の送付 

５．事務局より 

  7/9の例会は「阿蘇」に会場変更 

会長報告（浅山弘康君） 

今年度、会長を務めます浅山です。前年度の堀川会長の意思を

引継ぎ、活動を行ってまいりますので、どうぞ 1 年間よろしくお願

いを致します。所信表明は卓話の時間に申し上げますので早

速、例会に入らせて頂きます。本日は 2012 年度、第一回、そして

通算、2529回目の例会です。来訪者は南ローターアクトの広瀬会

長、山田幹事のお二人です。後ほどご挨拶願います。また、今日

から会員になられます、プルデンシャル生命保険の坂本幸樹さん

に出席いただいております。なお、来週の例会は第 4分区のガバ

ナー補佐 下川さんがおみえになる予定です。また、7/23 の例会

には岡村ガバナーの公式訪問があります。スケジュール調整よろ

しくお願いいたします。例年ですと、「クラブ現況及び活動計画」

が完成した頃の訪問ですが、今年度は早くなっております。最後

に、今日の卓話は、新任会長、副会長、幹事の就任挨拶となって

おります。どうぞ、よろしくお願い致します。 
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前会長・幹事への記念品贈呈 

 

野口幹事お疲れ様でした！（堀川会長は表紙に掲載） 

 

新入会員自己紹介 

氏名：坂本幸樹（さかもとこうき） 

生年月日：昭和５１年９月２７日 

勤務先：プルデンシャル生命保険 

職業分類：生命保険 

推薦者：漆島典和、丸山浩之 

趣味：仕事、海外旅行 

 

 

氏名：塩井泰明（しおいやすあき） 

 

３回目 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

会員誕生祝・結婚祝 

 

[ 誕生祝 ]    [ 結婚祝 ] 

倉崎保広 君 7.11  該当者なし 

吉本栄一 君 7.17   

星野誠之 君 7.23   

 

●親睦活動委員会 （三角雄介君） 

 暑気払い 8/6予定 会場 検討中 

●ローターアクト委員会（工藤青史君） 

 熊本南 RAC新会長・幹事紹介 

 

南 RAC会長  

広瀬 祐樹君 

 

南 RAC幹事 

山田 佳澄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●パストガバナー報告 （寿崎肇君） 

新年度になった 7月1日、昨日までガバナーの方と今日からガバナ

ーになられた方とガバナー経験者など約 500 名が毎年この日に集

まって直前ガバナーは 1 年間皆様のご協力へのお礼、ガバナーに

なられた方は決意表明とも受け止められるお話をなさいます。開会

の言葉の後続いてこの一年間の物故者 19 名への黙祷が行われま

した。1 人だけ 70 歳代で 80 代 90 代の方でした。直前ガバナー会

議長が代表しての挨拶は東日本大震災でのロータリーの奉仕につ

いて全国ロータリアンへのお礼と今後共に支援を続けるお話。続い

て新任ガバナー34 名の自己紹介と決意表明がありました。各々の

方々個性豊かな新任ガバナーのお話を楽しくお伺い出来ました。

特に目立って元気のよかったのがただ一人の女性ガバナーでした。

役員の方々の紹介で 2720 地区からただ一人杉谷パストガバナー

が 2012 年 RI 研修リーダーとして名を連ねておりました。続いて RI

役員とロータリー財団役員紹介後、RI 財団役員の小沢一彦元理事

よりの挨拶は東日本大震災での孤児等への支援は続けます、ご支

援を、と。お隣の席の同期の方と同じ地区の関係でしょう小沢元理

事が実力者でご自身 RI 会長とのことでしたが固辞されて田中作次

さんにした。など面白い話が伺えました。今年度の第 41回 RI第 1，

2，3 ゾーンのロータリーの研究会について松宮理事から説明があり

ました。今年 11月 27日 28日 29日で行うとのお話、基本のお話と

今やるべきことなど第 5 セッションまであります。勉強させて頂こうと

思いました。中でもインドのロータリー活動をインドの方がお話にな

るポリオ撲滅をやったインドのお話そのプロセスが楽しみです。5 月

の日台親善会議に続いて 8 月 31 日と 9 月 1 日の 2 日間第 11 回

のロータリー日韓親善会議が行われます。これはロータリー活動を

通じて日本と韓国がお互いの親睦や国際理解と協力をめざし、ロ

ータリーの発展と世界平和を目的として 1982 年第 1 回目が韓国ソ

ウルで開催されました。21世紀の世界情勢、アジア情勢を展望する

と近隣諸国との協調提携はその国の国勢発展に必須の課題です。

一衣帯水の韓国との相互理解を深めるまたとない機会と仰っており

ました。続いてはロータリー日本財団千玄室元理事で会長のお話

は公益法人の認定と米国にあるロータリー財団ですと日本の法律

で難しい面もあり日本法人を作るためにここ数年の努力をなしよう

やくロータリー日本財団としてまた公益法人の認定を受けましたと。

続いて日本のロータリー100 年史発刊について説明がありました。

1920 年 10 月 20 日東京ロータりークラブが出来て 2020 年で 100

年を迎えることについて今から準備を始めるとのことでした。最後は

ガバナーエレクトの自己紹介で 15 時ちょっと前に閉会いたしまし

た。 
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スマイルボックス（坂本研一君） 

○坂本研一君 

本日より 1 年間スマイル委員長としてお世話になります。この時

間は例会の中で唯一の笑顔の時間と認識してます。固い話も、

柔らかい話も、たっぷり時間を取って会員の皆様の楽しい時間と

して勤めようと思っております。とはいえ、この時間は、南クラブ

の財源となる重要な時間でもあります。皆様のご協力を心よりお

願い申し上げます。又。新入会員の坂本会員を心より歓迎しま

す。同じ坂本ということですが真面目な方と言われるよう頑張りま

す。 

○星野誠之君 

 新年度 1 回目よろしくお願いします。早速ですが、本日熊本市の

委員会出席の為、早退します。すいません。 

○原 裕一君 Ⅱ 

お詫びのスマイルです。先日の理事会打ち上げ懇親会に所用

でどうしても参加できなくなりました。最後の会だったのにとても

残念でした。1 年間何も出来ていませんが大変お世話になりまし

た。 

○渡邉秀章君 Ⅱ 

6月 26日の職場訪問では弊社の「スマートひかりスクウェアくまも

と」にたくさんの方にお越しいただきありがとうございました。熊本

で近い将来実現する ITCを活用した街づくりの展示や体験はお

子様にも楽しんで頂けると思いますので、是非ご家族でお立ち

寄りください。7月 13日(金)には ICTを活用して実際に業務を行

っているライブオフィスが２階にオープンします。こちらもぜひ一

度ご覧下さい。 

○濱田定勝君 

去る６月２０日、TKUの「夜はホンネで」の番組に田川憲生さんが

出演されました。０時５０分から３０分番組でしたが私も拝聴し大

変参考になりましたので改めてご紹介致します。一、仕事は「仲

間づくり｣ 一、好きな言葉は「進化する」 一、夢中なものは「仕

事」 さて皆様は何と答えられますか。熊本も新幹線の開通、政

令都市と百年に一度のチャンスが巡ってまいりました、経済団体

が連携を強化して発展を図ろうと信念を持って語られる理想の

姿はカメラ映りも大変良かったです。ご活躍を祈りスマイル致しま

す。 

○古財良一君 

緊張してます。よろしくおねがいします。 

○堀川貴史君 

熊本南ローターアクトクラブ広瀬会長、山田幹事のご来訪を歓

迎してスマイルします。今期一年よろしくお願い致します。 

○工藤青史君・吉原コウイチ君 

ローターアクトも新年度を迎え本日は新会長、新幹事をお迎えし

ております。今年は２０名でスタートできました。年度中に３０名を

目指したいと思っています。今後ともロータリーのご支援をぜひ

ともお願い致します。 

○三角雄介君・永井富士雄君・渡邉秀章君・星野誠之君・ 

平尾 豊幸君・塩井泰明君・井上雅文君・現王園敏伸君・ 

玉田光識君・元田亮一君 

浅山年度初回例会おめでとうございます。三角委員長を筆頭に

皆さんの親睦が円滑に行えるよう盛り上げていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○野田三郎君・齊藤直信君・馬場大介君・今村浩昭君 

浅山・漆島・中川新年度の幕開けおめでとうございます。喜びの

スマイルを致します。 

○田川憲生君 

浅山新体制、おめでとうございます。大変でしょうが頑張って下

さい。皆で支えて行きましょう。堀川会長、お疲れ様でした。 

○山内昭徳君・渕田俊郎君・丸山浩之君 

新執行部のスタートおめでとうございます。今年度の更なる発展

を祈念致します。また、新入会員坂本幸樹君の入会を歓迎致し

ます。 

 

○寿崎肇君 

昨日７月１日東京でのガバナー懇親会に出席して勉強させて頂

きましたありがとうございました。熊本東京新幹線で往復しました。

浅山年度が始まりましたおめでとうございます。新進気鋭の皆様

ばかり副会長幹事委員長熊本南 RC を一段と立派な RC に作り

上げて下さい。お体には十分お気を付け下さい。 

○髙宮 宏君 

いよいよ浅山会長年度のスタートですね。理事・役員の方々、お

忙しいと思いますが一致団結して頑張って下さい。 

○堀川貴史君 

浅山年度のスタート誠におめでとうございます。１年間どうぞよろ

しくお願い致します。 

○浅山弘康君・中川順一君・漆島典和君 

本日より新年度、皆様にご指導頂きながら精いっぱい頑張ります。

どうぞ１年間よろしくお願い致します。また、本日ご入会の坂本会

員を心より歓迎致します。 

 

 

●会長・副会長・幹事就任挨拶 

○会長（浅山弘康君） 

堀川会長の後を受け、熊本南ロ

ータリークラブ第 55代会長を拝命

致しました浅山弘康でございま

す。 

熊本南ロータリークラブに入会い

たしましたのは平成 19 年 8 月

（2007年）で、まだクラブ暦 5年足

らずです。まだまだ経験不足で、不勉強でございます。 

どうぞ 1 年間、ご指導、ご教授いただきますようよろしくお願いを申

し上げます。熊本南ロータリークラブは昭和 33 年 9 月 1 日（1958

年）創立され、54 年となります。この歴史と伝統を次年度に伝えて

行くことを目標として、1 年間会長職を務めさせていただきます。会

長職を務めるに当たりまして、基本的な方針を述べさせて頂きます。

この機会に改めてロータリーの設立の主旨を考えさせて頂きました。

ポールハリスがいろんな仕事をし、住居も 15 年間に 30 ヶ所も変え

た後、1896 年 28 歳の時、（日本は日清戦争が終わった年になりま

す）シカゴに弁護士事務所を開業、当時のアメリカは社会の不安定

で変革の時期にあたります。 これからは恐縮ですが、そのまま「ロ

ータリー情報集」から引用させていただきますが、・・・1900 年秋、ハ

リスは友人を訪ねロジャース公園を歩きながら友人が何人もの人と

出会う度に、屈託ない親しい挨拶、軽い冗談を言い合っている姿に

は真心と歓迎の微笑みがあり嘘偽りはなかった。しかもお互いに取

引関係にあることに気づいたのである。シカゴの現状と対象的な少

年時代を過ごしたウォーリングフォでの村人たちの友情に結ばれた

楽しい光景を思い出したのである。これがいままでハリスが求めて

掴みえなかった「人間の絆」であった。ここに一業一人の相互扶助

の新しいクラブ構想が芽生える。お互いの職業を利用し合うことは

会員同士の親睦と相互扶助に役立ち、特に新会員は新たな友人と

なり、公正な取引は信頼感を深める。会員が多くなればこの輪は広

がっていく、会員は寛容で親睦と友情の精神にあふれた人でなけ

ればならない。このことが基礎になり、1905 年に他 3 人と世界最初

の奉仕クラブ「ロータリー」が設立された。・・・昨年 3 月には大変不

幸なことですが、東北大震災が発生いたしました。しかしそのことで
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改めて、日本の地域の結びつきの強さや、人の絆が見直され、日

本人のすばらしさが再認識されこととなりました。これはそのまま、ロ

ータリークラブの設立の精神と合い通じるものであると思います。 

今年度の熊本南ロータリークラブの運営方針としましては、改めて、

ロータリーが設立されました精神に戻り、基本を例会に置きたいと

思います。 

1、 例会に出席すること 

2、 会員相互知り合うこと 

3、 卓話を楽しむこと 

4、 食事、会話を楽しむこと 

であります。月曜日の例会に楽しく出席いただけるよう取組んでま

いります。どうぞ、1年間よろしくお願い申し上げます。 

最後に、各委員会で行われています奉仕活動は基本的には各委

員長に一任いたします。十二分に委員長権限を振るって、活動し

ていただければと思います。どうぞ、今年度 1年間よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

○副会長（中川順一君） 

今年度、副会長を仰せ付かりました

中川です。 

私は熊本南に入会しまして早２２年に

なります。浅山会長はそのロータリー

歴の長さだけで副会長にご指名され

たのだろうと思いますが、それほど頼

りになる人間ではありません。６年前に大病しまして未だ頭がボンヤ

リした状態です。しかし、副会長の大役を受けた以上は漆島幹事や

理事、役員の皆様と一丸になつて浅山会長を盛り立てて行きたい

と思います。皆様のご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 

 

○幹事（漆島典和君） 

本年、浅山年度の幹事を仰せつかっ

ております。漆島です。精いっぱい務

めさせて頂きますので一年間どうぞよ

ろしくお願い致します。熊本南 RC 入

会は平成 15年 8月 1日です。まだま

だロータリーのことは分かりませんが、

今後、勉強していきたいと思います。

さて、地区協議会で本年度岡村ガバナーの地区幹事の方より、「幹

事心得１０個条」というお話がありました。内容は、以下の通りです。 

第１条 「幹事はクラブの肝心要である」 

     クラブが良いか悪いかは幹事さん次第ということです。 

第２条 「幹事は、会長の女房である」 

     昔の大和撫子の女房ですので誤解のないように。 

第３条 「幹事は、クラブの書記である」 

Secretary には、記録とか、そういったものをきちっと整理す

る―「事務方」という意味があります。 

第４条 「幹事は、クラブのスチュワーデス、スチュアートである」 

     会員に対します御もてなしを大切に。 

第５条 「幹事は、ロータリーの博士である」 

あの読みにくい手続要覧を一通り眺めたのはちょうど幹事

の時です。そして、クラブの定款・細則を見直すことも必要

です。本来ロータリークラブとは何かということをもう一度見

つめ直す時でもあります。 

第６条 「幹事は、ロータリーの演出家である」 

やはりクラブが活気づく源泉は幹事の活動にあると思いま

す。 

第７条 「幹事は、ロータリーの宣伝カーであれ」 

     クラブの代表者の一人であることを理解すること。 

第８条 「幹事は、ロータリーの清涼剤である」 

幹事さんが陰気でガタガタやっているのでは、クラブも意気

消沈になるものですからやっぱり爽やかな感じであってほ

しいということです。 

第９条 「幹事は、ロータリーの防腐剤である」 

茶道では炭仕舞いというのがありますが、いつも湯がちん

ちんと湯立っている。そのためには新しい炭を常に加えて

いって火勢を絶やさないでいくと言います。そういった意味

で、いろいろな面で幹事というのは防腐剤たるべきです。 

第 10条「幹事は、この一年間、ロータリーの囚人である」 

幹事はロータリーの囚われ人だから、この一年間だけは全

てをロータリーに捧げてほしいということです。 

この内容を肝に銘じ、浅山会長のご迷惑とならないよう、頑張ります

ので会員の皆様、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

【例会予定】    

７月１６日（月） 祝日に付き休会 

７月２３日（月） ガバナー公式訪問 

７月３０日（月） 常任委員長就任挨拶 

 

 


