
 

 
 

 

 

 

第２２例会記録(通算第 2550 回)  

平成 25（2013）年１月８日 

 

2013 年 熊本市域 RC 新春合同例会 

   期日 2013 年 1 月 8 日（火）12：30～点鐘 

   場所 熊本ホテルキャッスル 2Fキャッスルホール 

 

例会(12:30～) 

司会：熊本RC S.A.A. 村上憲誠君 

 

１．開会・点鐘  熊本 RC会長  目黒純一君 

 

２．国歌斉唱  「君が代」 

 

３．ロータリーソング 「奉仕の理想」 

熊本 RC ソングリーダー 高森郁子君 

 

４．ご来訪者及び参加クラブ紹介 

熊本 RC会長 目黒純一君 

 

熊本県知事（蒲島郁夫様代理）副知事 小野泰輔様 

熊本市長                   幸山政史様 

 

パストガバナー     寿崎肇様 

パストガバナー     山﨑 勝様 

直前ガバナー      本田光曠様 

熊本第二グループガバナー補佐 岡田達哉様 

熊本第三グループガバナー補佐 大庭佳美様 

熊本第四グループガバナー補佐 下川幸一様 

（財）熊本県ロータリー奨学会理事長 水谷茂様 

 

 

            

 

クラブ名 出席者数  会長名 

熊 本 54  目黒純一 

熊本南 41 （浅山弘康）欠 

熊本東 27 松本孝一郎 

熊本江南 37  硯川昭一 

熊本西南 13  堤 優二 

熊本北 18  西尾剛人 

熊本東南 27  島村徹男 

熊本西 13  福島和家 

熊本菊南 12  峯 隆吉 

熊本城東 20  松田清見 

熊本中央 27  龍 義則 

熊本ｸﾞﾘｰﾝ 18  山下佳介 

熊本平成 21  西本 寛 

熊本西稜 20  山角智秀 

熊本水前寺公園 15 会長代行  管みどり 

熊本'05 福祉 13  寺田俊二 

熊本りんどう 10  河合伯政 

 合 計 386 16 

 

熊本市域新春合同例会＠熊本ホテルキャッスル 

新春合同例会 1/25～27 台北大同扶輪社 熊本県経済 

 

 

観光交流促進レセプション

パーティ 

 

 

（阿蘇広域消防本部） 
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５．会長代表挨拶  熊本 RC会長 目黒純一君 

皆様あけましておめでとうござい

ます。２０１3 年熊本市域ロータリー

クラブ新春合同例会のホスト/コホ

ストクラブを代表いたしまして、ひと

ことご挨拶を申し上げます。 

本日は公私ともにご多忙の中、

熊本県知事蒲島郁夫様代理熊本

県副知事小野泰輔様、熊本市長幸山政史様、そして熊本市

域の多くのロータリアンの皆様にご参集いただきまして誠に

有難うございます。 

年末からの冷え込みは例年になく厳しいものがございまし

たが、曜日の日並びには恵まれたために、ゆっくりとした中

に新年をお迎えになられたことと拝察し、心からのお慶びを

申し上げる次第でございます。 

昨年は、一昨年に続いて自然災害に見舞われた年になり

ました。特に 7月 12日未明に発生した北部九州災害におい

ては、地元阿蘇市を中心に多くの方が亡くなられ、さらに熊

本市を含め多くの方が被災されました。日本はまさに 2 年続

けて深い悲しみに包まれました。 

ところで、株価上昇・円安とはいえ依然として日本経済・世

界経済ともに低迷を続けております。若い人たちが「日本の

国にうまれてよかった」と言ってくれるような国にしようではな

いかといいはじめて久しいと思います。また、元国連難民高

等弁務官緒方貞子さんが言っておられるように「日本という

国がこの世界の中に存在してよかった」と他の国の人々が言

ってくれるような国にしようと思います。いずれにしろ私たち

は重責を今ほど感じることはありません。 

今申し上げたことを遂行するために、我々ロータリアンの

「超我の奉仕」精神が必要になってまいると思います。日本

人として 3人目の田中作治 RI会長は「奉仕を通して平和を」

と言っておられます。多くのロータリアンの皆様のもと戦後 68

年、若い人々の期待と夢を破らないで済むようなしっかりとし

た日本を創りたいものだと思い、誓いを新たにするものであり

ます。これをもって新春合同例会の会長代表挨拶といたしま

す。 

 

６．ご来賓祝辞 熊本県知事 蒲島郁夫様 

明けましておめでとうございま

す。熊本市域ロータリークラブの

会員の皆様におかれましてはよ

き新春をお迎えのこととお慶び申

し上げます。また、皆様方には日

頃から県政の発展について、御 

 理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

皆様方が「奉仕を通じて平和を」のテーマのもと、それぞ

れの地区において、国際奉仕をはじめ、さまざまな社会貢

献活動に積極的に取り組まれておられることに対し、深く敬

意を表します。今年も、なお一層会員相互の連携を深めら

れ、県内におけるさまざまな社会貢献活動の牽引役として

活躍されますことを、大いに期待しております。 

昨年を振り返りますと、特筆すべきは、７月１２日に起きた熊

本広域大水害であり、阿蘇をはじめ各地に極めて甚大な被

害をもたらしました。多くのボランティアの方々が、被災地の

支援と復旧に全力を尽くしていただき、被災者の方々に勇

気と元気を与え、復興へ向けての大きな力となりました。 

またスポーツの面では、ロンドンオリンピックやパラリンピ

ックでの熊本県出身選手のメダル獲得など、多くの感動と夢

や希望がもたらされた年でありました。 

本県においては、「県民一人ひとりが幸せを実感し、住み

慣れた地域で夢を持ち誇りに満ちた暮らしが送れる熊本」

の実現に向け、昨年６月に策定した「幸せ実感くまもと４ヵ年

戦略」のもと、県庁が一丸となり、市町村や県民の皆様ととも

に「チームくまもと」として積極的に展開しているところであり

ます。 

今年は、全国豊かな海づくり大会や水銀条約外交会議の

開催など、熊本を全国、世界に向けてアピールできる大きな

機会があります。九州新幹線の全線開通や熊本市の政令

指定都市誕生による効果を最大限に活かして、更なる飛躍

の年としたいと考えております。元気で活力が溢れ、一人ひ

とりが幸せを実感できる県づくりに取り組んで参りたいと存じ

ますので、今後とも皆様方の御支援、御協力を賜りますよう

お願いいたします。 

最後になりましたが、熊本市域ロータリークラブの皆様に

とりまして、この一年が健やかで素晴らしい年となり、さらに

飛躍されますことを心からお祈り申し上げまして、新年の御

挨拶といたします。 

 

熊本市長 幸山政史様 

明けましておめでとうございま

す。皆様におかれましては、健や

かに新年をお迎えのこととお慶び

申し上げます。本年も何卒よろし

くお願い申し上げます。 

ロータリークラブにおかれまし 

ては、世界初の奉仕クラブ団体として社会奉仕と国際親

善を目的として誕生され、その長い歴史の中で崇高な奉

仕の精神のもとに様々な社会貢献活動を展開されている

ところであり、そのたゆまぬ献身的なご活動に対しまして、

深く敬意を表する次第でございます。 

さて、昨年は、本市にとって政令指定都市元年となる大

きな節目の年でした。１月の上海事務所開設にはじまり、

２月の熊本城マラソン、そして、４月には区役所の設置とと

もに、「政令指定都市くまもと」として新たな一歩を踏み出

しました。政令市２年目となります本年は、魅力あるまちづ

くりを更に進めることとしており、５つの区役所を拠点として
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新たに策定する区の振興ビジョンに沿って、参画と協働に

よる地域の特性を生かしたまちづくりを着実に進めてまい

りたいと考えています。 

また、飛躍への大きなチャンスを一過性に終わらせない

ように、本市が有する豊かな自然や歴史・文化、優れた医

療環境や高等教育機関といった数多くの特色に更に磨き

をかけ、その魅力を国内外に広く発信していくとともに、九

州中央の交流拠点として飛躍し続けるために、中心市街

地等の「くまもと再デザイン」を加速させてまいります。 

そして、将来を見据えた新しいまちづくりを皆様とともに

進めていくことで、もっと暮らしやすさを実感できる「日本

一暮らしやすいまち」、暮らす場所や観光・ＭＩＣＥ開催地、

企業立地先などの様々な場面で｢選ばれる都市｣の実現

を目指してまいりたいと考えています。 

熊本市域ロータリークラブの皆様には、本市の更なる発

展に向けて、なお一層のご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

最後になりましたが、会員の皆様方のますますのご健

勝とご活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたしま

す。 

 

７．幹事代表報告 熊本 RC幹事 柳邉俊雄君 

国際ロータリー2720 地区ガ

バナー 岡村泰岳様、地区大

会実行委員長 平倉二三雄様

より 2012～2013 年度国際ロー

タリー第 2720 地区・地区大会

の案内が届いております。 

 

平成 25 年 3 月 8 日（金）14：30 から登録開始     

 15：30 点鐘           

3 月 9 日（土） 8：00 から登録開始      

9：20 オープニング      

9：30 点鐘           

大分市「iichiko総合文化センター」をメイン会場に RI会長代

理に林士珍（りん しゅうちぇん）RI 第 3460 地区パストガバナ

ーをお迎えし記念講演には株式会社ローソン代表取締役

CEO 新波 剛史（にいなみ たけし）氏が予定されておりま

す。詳細につきましては各クラブへの案内をご確認頂きます

ようよろしくお願い致します。以上 幹事代表報告を終わりま

す。 

 

８．閉会・点鐘  

熊本 RC会長 目黒純一君 

 

 

 

 

 

懇親会(13:00～) 

 

 

祝舞 叶 一鴻 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー挨拶 国際ロータリー第 2720 地区 

2012-13 年度 ガバナー 岡村泰岳君 

国際ロータリー第 2720 地区熊本第 3 グループロータリア

ンの皆様、ご家族の皆様、新年あけましておめでとうござい

ます。 

 2012年 1月 16日午前 10時サンディエゴでの国際協議会

にて田中作次 RI 会長より 2012-13 年度のテーマ“Peace 

Through Service”と声高らかに発表されたことがついこの間

のようであります。“Peace Through Service”は自分にとって、

平和を意味すること、それがまさに平和であり、人それぞれ

の思いがあると思います。そして、私達ロータリアンは

「Service」の理念を考えていく一年間であったと思います。 

 ロータリアンの皆様、今年も「謙虚に相手を認めていく」こと

から全てを始めようではありませんか！！ 

「自分だけが良ければいい」「自分の家族だけが良ければい

い」「自分の知り合いだけが良ければいい」「自分のクラブだ

けが良ければいい」「自分の地区だけが良ければいい」さら

に「自分の回りだけが良ければいい」という思いは全ての争

いの源です。個人、家族、職場、地域社会、国家間、地球環

境の平和であります。 

田中作次 RI 会長は、向笠廣次元 RI 会長以来 30 年ぶり

の日本人 3 人目の RI会長であります。 

本年度は、田中作次 RI 会長を All Japan で応援していく

事業が多くあります。 

① 「元気なクラブ」を作っていこう 

② 会員増強「チャレンジ 2720 プロジェクト」 

③ ロータリー財団「未来の夢計画」の理解、準備 

④ 新世代育成（ローターアクト・インターアクト） 

⑤ 米山奨学生を一人でも多く支援 

⑥ 国際大会（リスボン）に参加 

であります。 

 If it is to be, it is up to me! それは「ワタシシダイ」です。 

目標を立てて、それを達成できるかどうかは「ワタシシダイ」

です。すべて「ワタシシダイ」です。 

皆様にとって良い年でありますように心より信じてやみませ

ん。 
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乾杯 パストガバナー    

熊本南 RC 寿崎肇君 

 

 

 

 

 

スマイル報告  

熊本ＲＣ 木村光男クラブ管理運営副委員長 

目録贈呈  熊本ＲＣ 目黒純一会長 

熊本県ロータリー奨学会 水谷 茂理事長 

３４２,０００円を（財）熊本県ロータリー奨学会へ寄付   

 

 

県 R 奨学会目録贈呈 

熊本 RC会長 目黒純一君 

熊本県 R奨学会理事長 水谷茂様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万歳三唱 熊本東 RC会長 松本孝一郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

熊本 RC ソングリーダー 高森郁子君 

 

閉会の辞 熊本南 RC会長エレクト 野口泰則君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

1/28 会員卓話 藤見泰之君 

2/4 会員卓話 寿崎PG 

2/25 外部卓話 薄井良文様 （阿蘇広域消防本部） 

 

 

【RAC・IACの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：1 月 24 日（木） 20 時～22 時 

場所：西部ガス 

内容：「OB 卓話」ですが変更の可能性有り 

 

○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：2 月 6 日（水）１６：００～ 

場所：国府高校 

内容：未定 

 

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ３９名 66.10％ ８６．４４％ 

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） 


