
 

 

前年度下期ベストスマイル賞おめでとうございます！ 

第４回例会記録(通算第 2532 回) 

平成 24（2012）年 7 月３０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 

人吉 RC 地区会員増強拡大委員長 中川貴夫様 

 1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.新入会員卓話 平尾 豊幸君 

8/6 臨時理事会 

8/6 暑気払い 

例会変更のお知らせ 

○熊本東 RC～歓迎例会の為時間・場所変更 

[変更前] ７月３１日（火）１２：３０～ 

[変更後] ７月３１日（火）１９：００～ 

[場 所] 居酒屋「肥後の陣屋」 

○菊南ＲＣ～職場訪問の為場所変更 

[日 時] ８月８日（水）１２：３０～ 

[場 所] 不明 

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ８月１５日（水）１２：３０～ 

[場 所] ユウベルホテル 

○菊池ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ８月１６日（木）１２：３０～ 

○城東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ８月１３日（月）１２：３０～ 

○グリーンＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ８月１３日（月）１８：３０～ 

○熊本東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ８月１４日（火）１２：３０～ 

○熊本東南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ８月１５日（水）１２：３０～ 

○熊本北ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ８月１６日（木）１８：３０～ 

 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

7 月 30 日本年度 4 回目、通算 2532 回目の例会です。本

日の来訪者は人吉ロータリークラブ、地区会員増強拡大委

員長の中川貴夫様です。後ほど拡大委員長としての発言

をいただきます。会長報告です。7 月 11 日の九州北部豪

雨災害の復興の件で熊本市社会福祉協議会より、熊本市

域ロータリークラブに災害支援の要請が来ています。東北

大震災支援から九州北部豪雨災害へ支援活動を移したい

と考えております。本日の理事会で承認を得た上で例会に

報告を致します。山本姉妹クラブ委員長には大変お世話

になりましたが、交換学生の随行として 8 月 9 日から 18 名

（含青少年交換学生 4名）で台北大同扶輪社を訪問いたし

ます。東北大震災お見舞いの御礼を兼ねての訪問になり

ます。以上会長報告です。なお、本日の卓話は常任委員

長挨拶です。 

 

幹事報告（漆島典和君） 

1. 熊本城東RCより 

第一回熊本市域会長・幹事会議事録の送付 

２．事務局より 

  本日１８：３０～クラブ協議会 
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来訪者挨拶 

 

人吉 RC  

地区会員増強拡大委員長 

中川貴夫（なかがわたつお）様 

 

 

 

 

新入会員自己紹介(2回目) 

 

坂本幸樹君 

・職歴など 

 

 

 

 

 

 

 

熊本南 RAC 第2例会 

 

 

 

委員会報告 

●姉妹クラブ委員会（山本 円君） 

8月9日～14日 台湾交換留学の件 

学生4名 RC9名+家族 

 

●親睦活動委員会 

8月6日暑気払い兼新入会員歓迎会 

 

 

スマイルボックス（坂本研一君） 

●前年度下期ベストスマイル賞表彰（元田亮一君） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
１位 堀川貴史君   １２票 

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。 

 

２位 渡邉秀章君   １０票  

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。 

 

３位 寿崎肇君    ５票 

孫４人、ひ孫３人に囲まれた今年の正月でした。家内や息子

夫婦が元気であったらと思いました。ひ孫から「おじいちゃん、

おめでとう」と言われるときは涙が出ました。幸せな１年の始

まりでした。皆様に感謝申し上げスマイルさせて頂きます。 

 

●本日のスマイル 

○浅山弘康君、中川順一君、漆島典和君 

当クラブへの来訪者人吉 RC の中川貴夫様を歓迎致しま

す。 

○坂本研一君 

昨日、女子高校野球全国大会に兵庫の丹波まで行って

参りました。車で往復 2000 キロです。0 泊 2 日、片道 10

時間です。ラブラブ夫婦の私たちに、娘は後ろのシートで

この空間空気が冷た～いとタオルケットでぐるぐる巻きにな

ってました。本当に緊張の 20 時間でした。 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（1/16） 

修正出席率 

６０名 ４４名 78.57％ ９２．８６％ 

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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○古財良一君 

被爆ピアノチャリティーコンサート宜しくお願いします。 

○堀川貴史君、野田三郎君、田川憲生君、濱田定勝君、木

村弘訓君、河口義弘君 

濟々黌甲子園出場おめでとうございます。18 年ぶりの出

場です。活躍を大いに期待してスマイル致します。 

○井上雄一朗君 

本日夜のクラブ協議会に小生入会させて頂いて 3 年未満

ですので、何とか参加せねばと子どもの世話を頼もうと実

家やお手伝いさんに連絡しましたが、共につるんで旅行

に行くそうなので、申し訳ありません協議会は欠席させて

頂きます。お詫びのスマイルです。 

○星野誠之君 

去る 7月 19 日に開催しました日本公認会計士協会研究

大会のパーティーで、田川会員に挨拶をしていただきまし

た。災害の関係で、知事、市長共に欠席となり、田川会員

が出張をキャンセルしてまで来ていただき我々の面子も

保てました。本当にありがとうございました。 

○寿崎肇君 

第 28回 RI 第 2720地区インターアクト年次大会に出席、

皆さんと共に行動し楽しい２日間を過ごさせて頂きました。

感謝してスマイルを。ご報告は来週させていただきます。

ありがとうございます。 

 

 

常任委員会委員長就任挨拶 

●奉仕プロジェクト委員長（野口泰則君） 

奉仕プロジェクト委員として、管理

運営委員長の喜讀会員と協議意

見交換や情報を共有しながら浅山

会長、漆島幹事を支えて行く所存

です。具体的には各委員会の年

間計画の確認、アドバイス促進し

予算も適切に使用されているか。

そして何より親睦の精進と奉仕の精進がマッチしているかを

セクショナリズムにならないように、また、各委員まで目配りし

て全体の流れに寄与したい。 

 

●会員維持増強委員長（木村弘訓君） 

会員維持増強の委員長を拝命

しました木村弘訓です。本年度

の会員目標は前年同様 70 名を

目指し現在 61 名の会員です。

あと 9名を達成することが目標で

す。この委員会はクラブ存続にと

って最大の懸案です。よって委員は会員全員をもって新た

な会員を探し、委員長木村に情報を提供して下さい。野田

三郎年度に目標 150名に掲げました。まず 70名の目標を達

成することが重要と思います。今晩の委員会は、過去の退会

者の一覧を配布致しますので、会員の掘り起しを最初の事

業としていきたいと思います。南クラブ全会員の協力を切に

お願いします。今後一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

●クラブ広報委員長（吉原コウイチ君） 

今年度、クラブ広報委員長と、地区

の広報・IT 委員を拝命しました吉原

です。よろしくお願いいたします。4

月に大分で行われた地区協議会の

広報・IT 部門の分科会では、地区

の方針としてインターネット関連を中

心に話があり、その中で、例会場の

WiFI 化（無線化）を促進してください、という話がありました。

会員の利用は元より、卓話者が資料的にインターネットを使

って話ができるようにとのことで、後日、委員長の懇談会でそ

の話をしたところ、古財さんの会社が日航 6F で使われてい

るインターネットへの接続を快くお申し出頂き、今現在無線

が使えるようになっております。古財さん、田川さんに感謝申

し上げます。 iPad やスマフォでの利用は、設定で

［nikkobridal］を選んで、パスワード［0962118888］を入力して

ご利用ください。それから、ガバナー事務所のホームページ

（ www.ri2720.org/ ） と フ ェ イ ス ブ ッ ク ペ ー ジ

（www.facebook.com/ri2720）ができております。ぜひご覧く

ださい。クラブ広報としては、クラブのホームページは前年度

リニューアルされてますので引き続きコンテンツの充実を計り、

もう 1 本の柱の週報は表紙をリニューアルして、表紙にその

週のトピックスな写真を載せるようにしました。各委員会の活

動でいい写真がありましたら事務局までお送りください。ご協

力よろしくお願いいたします。 

 

●クラブ管理運営委員長（喜讀宣友君） 

本年度クラブ管理運営委員会委員長

を拝命した喜讀です。クラブ管理運営

委員会とはどういうものなのか自分なり

に考えてみると、会社で言えば総務に

あたる部分、つまりクラブの基本となる

部分。ここがしっかりしていないと外に

向けての奉仕部門が打って出れない。野口奉仕プロジェクト

委員長いわく車の両輪なので奉仕プロジェクト委員会ともし

っかり連携をとっていかなければならない。管理 というもの

はできないと思うが各委員会の連携、調整を図り風通しをよ

くしていきたい。委員会的には、クラブ管理運営部門のイン

フォーマルミーティングには必ず参加するようにしたい。各委

員会に対する所見を述べる。出席委員会。出席とは権利で

はなく義務であることを全メンバーが肝に銘じる必要がある。

出席率向上には出席委員会だけではだめ。クラブ管理運営

部門全て、大きく言うとメンバー全員で出席したくなるように

http://www.ri2720.org/
http://www.facebook.com/ri2720
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取り組まなければいけない。プログラム委員会。熊本の魅力

を再発見でき楽しくなるようなプログラムを計画されていて私

も楽しみだが、プラス会員のためになるプログラム、来てよか

った、出席したいと思えるものを望む。委員長一人で抱え込

まずにまわりにいろんなメンバーがいるので相談しながらす

すめてほしい。出席率の向上につながると思う。スマイル委

員会。坂本委員長が最初に｢例会で一番笑顔のある時間に

したい。｣と言われたが、予算組のことも頭に入れ目標額達

成のため、いやいやでなく楽しんで、花も実もある委員会に

していただきたい。注意事項（事前に原稿に目を通しておく

こと。老眼鏡を買う事。）親睦活動委員会。奉仕と親睦は背

中合わせ。各事業には意味がある。なぜその時期にその事

業を行うのか？今一度考えると、自ずと答えが出てくるはず。

やった分だけ返ってくるが、やった分しか返ってこない。一

つお願いがあります。前期に出来なかったボウリング大会を

井上雄一朗会員のためにも開催してほしい。クラブ会計。お

金に関わる部分。聞くところによると当クラブは年会費等、他

クラブより高いらしい。しっかりと費用対効果まで考えた使途

のチェックをしていただきたい。それが適正なのか？値下げ

はできないのか？つっこんで考える年度にしたい。事務局員

の二村くんも入ったばかりで慣れていないので指導も併せて

お願いしたい。Ｓ．Ａ．Ａ（Sergent-at-Arms） 会場監督、和

訳すると軍曹。丸田会員の風貌にピッタリである。当クラブは

例会の時間管理は副幹事が行うので、風紀・空気の管理を

行う。人に言うからには自分が規範となるよう努めてほしい。

以上の委員会がバラバラでなく一つの方向に向かって行け

るよう連携・調整を図っていきたい。それぞれの委員会にす

ばらしい個性がある。オンリーワンがワンサカ。浅山年度はオ

ンリーワンサカで。そして楽しいクラブになれば会員の維持

増強につながると思います。一年間ご協力よろしくお願い致

します。 

 

●R財団委員長(川越 武君) 

①本年度ロータリー財団委員会の活動として 11 月のロー

タリー財団月間の卓話の準備 

②ロータリー財団の補助金並びに寄付金のシステム把握 

③ロータリー財団地区委員長との連絡及び確認 

④ロータリー財団への寄付の増加 

※詳細は活動計画書に記載されております。 

 

●R財団副委員長（寿崎肇君） 

R 財団のご理解を頂きたいの

で前置きが少し長くなるかもし

れませんのでお許しください。

RIの R財団は 1917年に基金

として発足し、1928 年国際大

会でロータリー財団と名付け

られました。1931 年に信託組

織となり、1983 年に米国イリノイ州の法令のもとに非営

利財団法人となりました。現在ロータリー財団管理委員

会が慈善的、教育的目的のためにのみ運営しています。

ロータリー財団の使命について申し上げます。これはロ

ータリアンが人類の健康状態を改善し、教育への支援

を高め、貧困を救済することを通じて世界理解、親善、

平和を達成できるようにすることです。具体的にはポリ

オ撲滅の目標を達成し、友好と理解を助長する教育的、

文化的プログラムを強調充実させ、世界のあらゆる地域

において人道的ニーズを満たす補助金を提供し、人々

の間の平和な関係を深めるためのプログラムを拡大す

ることと財団の使命は謳っております。未来の夢計画に

ついて少し申し上げます。ロータリー財団が 2017 年に

創立 100 周年を迎えます。管理委員会がロータリー財

団創立 100 周年に向けて準備を行う中で、サービスの

提供方法を見直すことが考えられるようになりました。財

団は大きな発展を遂げてきました。特に人道的分野の

発展は目覚ましいものがあります。1965 年に開始され

たマッチング・グラントは 2000 年までの 35 年間 1 万件

が授与されました。その後の 4 年つまり 2004 年までの

間に 1万件つまり 4年間でです。そして 2004年―2008

年で 1万件マッチング・グラントが授与されたのです。エ

バンストンの本部事務局は書類の山に埋もれる毎日で

した。管理委員会は慈善事業分野における財団が時

代に即した存在であり続け進化を遂げる組織の顧客で

あるロータリアンのニーズに応える時が来たと悟ったの

です。まずポリオの撲滅です。恒久基金７～８億ドルな

ど 100 周年の目標です。そして標語は「世界でいいこと

をしよう」です。そして重点分野６つを決めました。①平

和と紛争予防/紛争解決②疾病予防と治療③水と衛生

設備④母子の健康⑤基本的教育と識字率向上⑥経済

と地域社会の発展。この６つの重点分野はまたの機会

に説明いたします。皆様に 100ドルは今年もお願いしま

す。地区補助金を大いに活用しタイプロジェクトのタイ

の学校の水問題について指導を頂き RI 日本支局の情

報を得て水問題、教育問題について実行案をまとめた

いと思います。8 月大津高校の台北大同扶輪社へのホ

ームステイのお願いの時にマッチング・グラントについ

て話し合ってみたいと思います。 

 

 

【例会予定】    

８月１３日（月） 定款により休会 

８月２７日（月） 会員卓話 濱田定勝君 

９月３日(月) 新入会員卓話 坂本幸樹君 

９月 10 日(月) ロータアクト卓話 


