第１４例会記録(通算第 2542 回)
平成 24（2012）年１０月２９日
寿崎奨学生の皆さん例会は楽しんで頂けましたでしょうか？

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

来訪者紹介
熊本 RC 中川成洋様

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 坂本幸樹君

１１/２１ 中央 RC ゴルフコンペ
１２/３ 南 RC 家族会

寿崎奨学生 葉夌君
寿崎奨学生 RUMA 君
寿崎奨学生 李争徽君
寿崎奨学生 畢露超君

会長報告（浅山弘康君）
10 月 29 日 本年度 14 回目、通算 2,542 回目の例会です。
本日の来訪者は熊本ロータリークラブの中川さんです。心
から歓迎致します。また寿崎奨学会から葉菱さん、畢露超
さん、李争徽さん、ルーマさんにお越しいただいておりま
す。ありがとうございます。本日の卓話は会員卓話で吉行さ
んにお願いいたしました。よろしくお願い致します。
会長報告。10 月 27 日（土）大分で開催された「ロータリー財
団セミナー」に漆島幹事と出席致しました。来年度から地区
補助金を受け易くするため仕組みが変わるというセミナー
でした。以下、要点です。
・ロータリー財団は「未来の夢計画」が 2013～2014 年度か
らスタート

条件１、年 1 回開催する「補助金セミナー」最低 1 人
参加する。
１、地区と覚書を結ぶ（会長、会長エレクトのサイ
ンが必要）
１、事業を確定し、2 月までに申請する・・・次年
度を
１、補助金の申請対象は奉仕活動であればあら
ゆる事業が対象になる
１、補助金の金額はクラブより地区へ寄付額（南
ロータリーは 55 万円を財団へ寄付）を超えな
い
１、1 クラブ、その年度 1 回、申請可

・ロータリアンの奉仕活動に焦点を絞り、それに地区補助金

是非、積極的に活用いたしましょう。

の提供を行う。

以上会長報告です。

・補助金を使い易くする。

幹事報告（吉永彰一君）
１．ロータリー財団より

出席報告（現王園敏伸君）

未来の夢ニュースレターの送付
２．熊本市国際交流会館より
催し物案内11月号の送付
３．ヒロ・デザイン専門学校より

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６１名

３９名

65.00％

８４．２１％

出席規定適用免除者

高校生ファッション画コンテスト後援のお礼状の送付

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）

例会変更のお知らせ
○荒尾ＲＣ～コンサートの為日時・場所変更

委員会報告

[変更前] １１月７日（水）１２：３０～
[変更後] １１月４日（日）
[場

●親睦活動委員会（三角雄介君）

所] 荒尾市総合文化センター

１１/１ 新入会員歓迎会のご案内
１９：００～ ＠那由多

○熊本東ＲＣ～歓迎会の為時間・場所変更

１２/３ 家族会のご案内

[変更前] １１月６日（火）１２：３０～
[変更後] １１月６日（水）１９：００～
[場

●社会奉仕委員会（赤澤 剛君）

所] 居酒屋「肥後の陣屋」

熊本城マラソンボランティアの件
ボランティア希望者は RC 事務局まで。

○熊本北ＲＣ～合同例会の為日時変更
[変更前] １１月８日（木）１２：３０～

●S.A.A.（赤澤 剛君）

[変更後] １１月５日（月）１８：３０～
[場

出席アンケート提出のお願い

所] ホテルキャッスル
●地区新世代奉仕部門（堀川貴史君）

○八代東ＲＣ～コンサートの為日時・場所変更

① ロータリー家族清掃活動

[変更前] １１月８日（木）１２：３０～

【概 要】

[変更後] １１月１０日（土）１７：３０～
[場

国際ロータリー第２７２０地区の組織（ロータリー・ローターア

所] やつしろハーモニーホール

クト・インターアクト）３つのグループが、熊本・大分の両分区
に分かれ、同日同所にて清掃活動（奉仕活動）を行う。

○宇城ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １１月23日（金）１２：３０～

【目 的】
ロータリー組織は“ロータリー家族”と呼ばれていますが、３つ

○西南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １１月２９日（木）１２：３０～

[場

所] ニュースカイ

のグループが合同で活動を行う機会が少なく、繋がりも希薄
になっております。もっと繋がりを強化し、互いの魅力を伝え
合えば会員増強につながる活動になるのではと思っておりま
す。また、合同開催により、多くの参加者も見込めますので、

○中央ＲＣ～職場訪問の為時間・場所変更

広報的面を考えても、地域の人々にもロータリープログラム

[変更前] １１月１６日（金）１２：３０～

広く伝える活動にしたいと考えております。

[変更後] １１月１６日（金）１２：００～
[場

【活動内容】

所] 日商リース㈱

主

催：国際ロータリー第２７２０地区ロータリー家族

開 催 日：平成２４年１２月１０日（日）
○西稜ＲＣ～職場訪問の為時間・場所変更

＊ロータリー家族月間

[変更前] １１月１９日（月）１８：３０～

開催時間： 9：00～ 9：45 受付開始

[変更後] １１月１９日（月）１１：００～
[場

9：45～10：00 開会式

所] （有）誠商店

10：00～12：00 清掃活動
12：00～12：30 閉会式
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集合場所：【熊本分区】熊本市白川公園集合（熊本市水道

メインテーマ：REBORN

町地内）

サブテーマ：火の国熊本でローターアクト日本一決定戦！！
＊熊本市繁華街、白川河川敷などをの掃活動

をおこなう

①②ともに皆様方のご協力お願い致します。

【大分分区】ジャングル公園集合（大分市都町地内）
＊大分市都町周辺などを清掃活動を行う。
参加規模：第２７２０地区

スマイルボックス（坂本研一君）

Ｒ Ｃ：７５クラブ

○浅山弘康君・中川順一君・吉永彰一君

ＲＡＣ：２７クラブ

熊本 RC 中川さん、寿崎奨学会の皆さんを心から歓迎致し

ＩＡＣ：２４クラブ

ます。

合 計：１１６クラブ

○中川成洋様 Ⅱ
本日はメーキャップでお邪魔致しました。私は野村証券の
中川と申します。本日、熊本南 RC の皆様より新しいご縁

② 2012～2013 年度 第 25 回全国ローターアクト研修会

を頂いたことに感謝してスマイルします。

【主旨】

熊本に転勤してきて 4 か月です。熊本の事を皆様に教えて

年に一度、日本国内の 3 つのゾーン輪番制で開催地区を決

頂きながら地元に貢献できるよう頑張ってまいります。

定し、ロータリー並びにローターアクトが集うことにより、より良

○現王園敏伸君

い関係を築きローターアクトの発展に努めるために開催され

当クラブへの来訪者熊本 RC の中川様を歓迎致します。仕

ます。

事上はライバルですが、熊本証友会で仲良くさせていた

【目的】

だいてます。今後もよろしくお願いします。

1． ローターアクト地区間のより良い信頼関係を推進するた

○永井富士雄君・渡邉秀章君

めの機会

寿崎奨学生の来訪を歓迎します。吉行会員の卓話を楽し

2． ローターアクト活動の建設的な意見交換、情報交換の

みにしています。

ための機会

○吉行邦夫君

3． ローターアクト会員の親睦と友好のための機会

久しぶりに親バカぶりを発揮できるのでスマイルします。私

4． 参加者の指導力養成

を上回る親バカ人間出て来いやー！（←高田信彦風に言

5． ローターアクトの活動を広く紹介するための機会

ってください。）

【開催の経緯】

○寿崎肇君

全国ローターアクト研修会は、25 年前に第 2620 地区（静

先日の米国視察でのデトロイトでのトヨタ自動車の多さに驚

岡・山梨）の鈴木地区代表と、近隣 2 地区が交流を深める為

き、早速井上会員齊藤会員に報告すべきでした。今日報

に行っていた 3 地区会の地区 RA 代表が協議し、全国の地

告します。凄い会社の方がお二人も我がクラブの会員で

区代表に呼び掛けたことが始まりです。

す。日本の誇りです。ありがとうございます。

当初は、賛同地区の地区 RA 代表数名の出席で開催され

○久峨章義君

ていましたが、年々規模も大きく一般会をもうけ他地区との

２回も続けて休んじゃいました。お詫びのスマイルです。

親睦と交流を深め合う機会として、非公式行事でありながら

○山内昭徳君 Ⅱ

ゾーン輪番制で開催を続けています。

久しぶりに出席しました。皆様のお元気な姿を拝見し元気

【概要】

を頂きました。

開 催 日：平成 25（2013）年 2 月 9 日（土）～10 日（日）

○塚本 侃君

主要施設：□市民会館崇城大学ホール

今日は所用のため早退致しますのでお詫びのスマイルで

〒860-0805 熊本市桜町 1－3 号
TEL096－355-5235

す。

FAX096－355-5239

○園田修司君

□ホテル日航熊本

本日は所用のため早退します。吉行会員の卓話が聞けず

〒860-8536 熊本市上通町 2－1
TEL096-211－1111
参加人数：ロータリアン
他地区ローターアクト
インターアクト
ホスト地区

残念です。

FAX096-211－1175

○三角雄介君

200 名

本日卓話される吉行会員の話を大変楽しみにして、昨夜

800 名

から眠れませんでしたが、本日所用のため早退します。

50 名
150 名

合計 1200 名

3

○田川憲生君

また，体育会という上下関係の厳しい世界や理不尽なこと

本日は他のスケジュールと重なり、例会は名前だけ登録と

もやらされるとは将来社会人になった時に一般の学生と比

いうことで、スマイルさせていただきます。今夕の協議会は

べれば，一定程度アドバンテ－ジになると考えていること。

出席致します。

④がさつな面がある一方で，ファミリ－の絆を重んじる教育も

○漆島典和君

してきたつもりであり，年末年始は家族揃ってスキ－にも

本日も秋祭りの神事の為、欠席致します。申し訳ありませ

出かけ，子供達も家族を大事にしているだろうと思われる

ん。

こと。
最後に近況として，長男がロンドンオリンピック銅メダルを首

新入会員卓話（吉行邦夫君）

にかけている写真、次男が大学でアメフトをやっている写真、

「親バカ奮戦記」

昨年末から家族全員でスキ－に行った時の写真をご覧いた
だき締めさせていただきます。色々な出来事が目白押しで
刺激的な家族です。
ご清聴ありがとうございました。

【例会予定】
１１月１２日(月) IAC 卓話
ご覧いただくＤＶＤは，全国中学校体育大会（競泳）で次

１１月１９日(月) 外部卓話 鶴島厚子様

男が泳いでいる場面です。（ＮＨＫ教育テレビで放映された

（ポラリスフォーシーズン代表取締役）

ものを編集したもので，１００Ｍ自由形決勝，４００Ｍフリ－ リ

１１月２６日（月） 外部卓話 出田秀尚様

レ－決勝）全国大会のメダルを回覧させていただきます。長

（出田眼科名誉院長）

男と三男も写真でご披露します。（ついでに，かみさん）親バ
カぶりを露呈するものなので，大した内容ではないのです

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

が・・・・・。敢えて申し上げれば、
①子供の教育について，今後，社会に出て通用する大人に

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

なるためには，体力・知力・メンタルを鍛える必要があると

日時：１１月１５日（木）20：00～21：30

いう考えから，小さい時から水泳，サッカ－，公文を習わ

場所：西部ガス株式会社 熊本支社（3 階大ホール）

せてきたこと。

熊本市中央区萩原町 14-10

（ちなみに三男が公文のポスタ－のモデルになった時のチ

内容：OB 卓話リレー

ラシをご覧ください。）
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：１１月７日(水) １６：００～

②子供達も成長するに従って，目標に向けてストイックにな
っていったこと。また，集中力が養われたこと。
高校生の時には一日２万メ－トルの練習をこなし，結果と

場所：国府高校「大会議室」

して長男は，インタ－ハイ５位，国体優勝，インカレ１２位，

内容：未定
ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生

日本選手権１７位。次男は，全中２位，インタ－ハイ５位，

徒の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

７位，国体優勝，日本選手権出場。三男は，全中１０位だ
けと競技成績はまだまだですが，兄貴達のご指導もありメ

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です

ンタルが非常に強くなったせいか中学受験をすり抜けるこ
とができたこと。
③一番多感な時期をスポ－ツに打ち込んだためにグレルこ
ともなかったこと。
当然，体を鍛えてきたため，私が単身赴任で自宅にいなく
ても番犬代わりになっているといったこともメリットと思って
いること。
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