
 
 

 

 

 

 

第３８回例会記録(通算第 2566 回)  

平成 25（2013）年６月１０日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

鹿児島ＲＣ 池田真美様 

NTT西日本-九州 熊本事業部 守田富男様 

米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君 

婦人の会 浅山由紀子様   漆島陽子様 

 堀川光江様    野田珠実様 

 塚本敬子様     古財和代様 

 園田美香様・拓士君 

     

      

     

 

 

 

 

また、南寧（中国）と熊本県は友好都市として交流、

30 年になります。ＲＫＫも南寧のテレビ局、広西電視

台と交流しています。 

毎年広西電視台から 5 名 春の頃来熊、ＲＫＫからは

7 月か 10 月の頃、5 名が南寧を訪問していました。 

しかし、尖閣列島の問題が発生してからは現在、休止

の状態にあります。韓国と中国の対応を比較しますと、

国情の違いがあるにせよ対応が異なる結果となってお

ります。 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

1. 熊本市シルバー人材センターより、感謝状が届いてお

ります。 

2. 荒尾ＲＣより、第29回 IAC 年次大会のご案内が届いて

おります。（再度回覧します） 

3. 熊本県暴力追放運動推進センターより、冊子が届いて

おります。 

4. 本日は例会終了後、本年度・次年度の理事会がござ

います。関係者は出席をお願い致します。 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

Ｋ－ＰＯＰ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 2013ｉｎＫＵＭＡ

ＭＯＴＯが 6/2 農業公園で開催されました。 

韓国のＳＢＳ（民放）が出演者をブッキングしてのコ

ンサートです。約 1 万人の観客で盛り上がったとの報

告を受けております。また、その模様はテレビ番組と

して放送を予定しております。ＲＫＫは韓国蔚山ＭＢ

Ｃと友好交流を結び、約 8 年前から日韓友情コンサー

トを一年おきに熊本とウルサンで開催いたしておりま

す。竹島問題がありますが、現在も継続して実施して

おります。今年の日韓友情コンサートは 11/3 熊本学

園大の学園祭と連動して「Ｋ－ＰＯＰコンサート」を

開催する予定です。 

 

 

今年度最後の夫人招待日でした。来年度もご支援よろしくお願い致します！ 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.常任委員長 退任挨拶 

  

        

  
 

６/１５ IAC 次期会長・幹事会 

＠ユースピア熊本 

６/１５．１６ 第２８回地区 RAC 研修会 

＠アークホテル 

６/２６ 熊本第４グループ会長・幹事・ガ

バナー補佐会＠おく村 
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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 

５９名 ３６名 64.29％ 81.48％ 

出席規定適用免除者 ７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 

○05福祉 RC～早朝清掃の為時間変更 

[日  程] ６月１１日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] ６：３０～ 

○江南 RC～年祝の為場所変更 

[日  程] ６月１２日（水） 

[場  所] マリーグレイス 

○05福祉 RC～年祝の為時間変更 

[日  程] ６月１８日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

○水前寺公園 RC～慶祝会の為時間場所変更 

[日  程] ６月１９日（水） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

[場  所] 松葉 

○東南 RC～慶祝会の為時間場所変更 

[日  程] ６月１９日（水） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

[場  所] 青柳 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２４日（月） 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２５日（火） 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２６日（水） 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２６日（水） 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（髙宮 宏君） 

まず、横書きの１ページで RI 会長メッセージとして、リスボ

ンで「平和」を考えようという見出しで、RI 国際大会がポルト

ガルのリスボンで開催されますので、多くの方の参加をよび

かけておられます。次に5ページからは、ロータリー親睦活動

の記事です。内容は、全世界に64の親睦活動のグループが

あり、誰でも入会することが出来るとのことです。又、親睦・友

情を超えて、キルトの親睦活動グループでは、2年前の東日

本大震災の時に、手作りのひざ掛けを送ったとのこと、又、ス

キー・サイクリング・マラソン等の大会を開催しているグルー

プは、チャリティーを実施し、ポリオ撲滅と恵まれない人のた

めの募金活動を行い、世界平和につながる活動となってい

ると書かれています。17ページからは、私達ロータリアンにと

っても大切な記事が出ています。それは、2013年規定審議

会の決定事項です。まず、例会の回数について「毎週1回、

もしくは隔週1回のいずれか・・・」と「標準 RC 定款第6条第1

節～例会」を改定する立法案（13-34）は、大差で否決され、

今まで通りの毎週開催で決定しております。次に、例会出席

に関して「RC 定款第9条出席第1節～一般規定」の「各会員

は本クラブの例会に出席し」の後に「本クラブの奉仕プロジェ

クト、その他活動に参加する」という文言が加わりました。

（13-12）さらに、これに関連して「同第12条会員身分の存続、

第4節～終結～欠席」の①が「年度の各半期間に於いてメー

キャップを含む例会の出席が、少なくとも50%に達しているか、

クラブのプロジェクト、その他の活動に少なくとも12時間参加

していなければならない。又は、バランスの取れた割合でそ

の両方を満たしていなければならない。」②が「年度の各半

期に、本クラブの例会総数のうち少なくとも30%の出席、又は

クラブのプロジェクトに参加しなければならない。」と変更に

なりました。例会を毎週開催する条文を残した一方で、奉仕

プロジェクトの項目を付け加える事は、例会に出席する事も

大切だが、それだけでなく、奉仕プロジェクト等に積極的に

参加する事も大事だという RIの判断の表れであると出ていま

す。次に、会員資格について大きな変更があっています。

「⑥子供の世話、又はパートナーの仕事の手伝いのために

仕事を中断した人、又は同じ理由のために仕事をした事が

ない人である事」（13-43）という条文が加わりました。これは

「専業主婦」の入会がみとめられたという事で、ロータリーの

長い歴史が大きく変わった瞬間という程の改革だそうです。

次に、新世代奉仕が青少年奉仕へ変更になりました。

（13-69）理由は「多くの国で青少年達は‘新世代’という言葉

があいまいで、横柄な言い方であり、受け入れがたいと感じ

ている」というのが理由です。次に、人頭分担金が増額にな

ると出ています。（13-126）現行の半期26ドルが、2014～

2015年度は26ドル50セント、2015～2016年度は27ドル50セ

ント、2016～2017年度は28ドルと値上がりするそうです。さら

に、地区の最少人数の単位の変更で1200人から1100人に

なりました。（13-109）次に、28ページ上段に地区大会の記

事の中に我々の2720地区の大会報告が出ています。縦書き

に移ります。14ページに、荒尾ロータリークラブのバナーが

出ています。22ページに、八代RACの合同清掃の記事が出

ています。24ページに、本渡 RC の学童軟式野球大会の記

事が出ています。 
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●米山奨学会委員会（田邉信一君） 

ンダギジマナ・ジャスティン君へ6月分奨学金が支給され

ました。 

 

 

●スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山由紀子様 （夫人の会）  Ⅹ 

よろしくお願いします。 

○漆島陽子様・堀川光江様・野田珠実様・塚本敬子様 

古財和代様・園田美香様 （夫人の会）   

よろしくお願いします。 

○浅山弘康君・漆島典和君・堀川貴史君・吉永彰一君   

当クラブへの来訪者、鹿児島ＲＣの池田真美様・夫人の

会の皆様・卓話者の渡邉秀章会員、守田富男様に心から

感謝します。 

○渡邉秀章君 

婦人の会の皆様、多くのご夫人に参加頂きありがとうござ

います。今日が夫人の会とは知らず、軽い気持ちで卓話

を引き受けてしまったので、どれだけ楽しんで頂けるか心

配ですが、旦那様には耳が痛くても、ご夫人には役立つ

情報を少しだけ挟み込んでお話させて頂きます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○坂本研一君 

本日は夫人の会の皆様、ようこそいらっしゃいました。昨

日は坂本幸樹会員の結婚式と、寿崎育英会のパーティー

とおめでたい続きでした。おめでたい僕は調子に乗り過ぎ

たかもしれません。大変お騒がせしました。 

○田邉信一君 

米山奨学生のジャスティン君の来訪を歓迎してスマイルし

ます。 

○古財良一君 

今日の渡邉会員の卓話、楽しみにしています。オハイエ

やユニセフなど本当にご協力して頂き、ありがとうございま

す。 

○神谷平吉君  Ⅴ 

体調を壊して、約4ヵ月間例会を失礼させて頂きました。こ

のたび、何とか回復致しましたので、本日は久しぶりに出

席させて頂くことができました。お詫びのスマイルをさせて

頂きます。 

○濱田定勝君 

例会時、何回も隣同士に座っておられた神谷先生が元気

で出席され、久しぶりに席が温まる思いが致します。喜び

を込めてスマイル致します。 

○渕田俊郎君・玉田光識君  Ⅹ 

6/3 年祝会では大変お世話になりました。代継宮でのお

参り、新茶家での会食と、ありがとうございました。私達もこ

れから体に充分気を付けて、仕事にもロータリーにも頑張

ります。 

 

○坂本幸樹君  Ⅹ 

昨日は多くのロータリーの先輩に見守られて無事に結婚

披露宴をとりおこなうことが出来ました。本当にありがとうご

ざいました。最後のスピーチでは我慢できずに大泣きして

しまいました。これからも夫婦共々よろしくお願いします。 

○園田修司君  

先々週、西オーストラリアに家族で行きました。そこのマー

ガレットリバーという町でロータリークラブの例会に参加し

てきました。とても暖かく迎えて頂き、私のつたない英語で

のスピーチも真剣に聞いてくれました。とても良い経験に

なりました。 

○永井富士雄君  Ⅱ 

本日は 100%例会ですが、親戚の結婚式に 9～10 日上京

しますので欠席します。サインメーキャップは必ず行いま

す。又、昨日結婚式を挙げられた坂本幸樹会員、ご結婚

おめでとうございます。末永く、幸多かれと祈念します。 

○川越 武君  Ⅴ 

先週は年祝の会で当店をご利用いただき、誠にありがとう

ございました。お礼のスマイルを致します。 

○工藤青史君  Ⅴ 

誕生月の初回例会を欠席致しました。申し訳ございませ

ん。 

 

 

会員卓話（玉田光識君） 

「つながる未来へ！どこでもＷｉ－Ｆｉ＆ＳＮＳ活用

術」             渡邉秀章君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パート１＜Ｗｉ－Ｆｉ活用術＞  

・スマートフォンやタブレット端末の爆発的な普及によ

り、モバイルの通信網はパンク状態にあります。そのた

め、家や事務所などには光回線を引いて快適に通信を行

う「Ｗｉ－Ｆｉ」という通信が主流になりつつあります。 
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・若者を中心に、お店やホテル、観光地でＷｉ－Ｆｉ通

信する要望が増えており、商店街やお店をＷｉ－Ｆｉ化

することにより集客力を増強できます。 

・特に熊本では今年１０月に「豊かな海づくり大会」や

「水銀条約外交会議」などが予定されており、国内はも

とより海外からもたくさんのお客様が来熊されるので、

県内各地でのＷｉ－Ｆｉ化が急がれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家庭でも各種機器をＷｉ－Ｆｉでつなぐことにより、

快適で便利な生活環境ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パート２＜ＳＮＳ活用術＞  

守田富男様（NTT 西日本-九州 熊本事業部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・熊本で登録者が１０万人を超えた facebook は、「いい

ね！」による共感の輪を広げるＳＮＳです。無用のトラ

ブルを避けるためには個人情報公開範囲を適切にする

ことです 

・ＬＩＮＥはタブレット端末や音楽端末でも登録できる

ため、スマホを持たない子供たちの間でも急速な広がり

をみせています。 

・携帯番号をＩＤとして登録するため、勝手に親の番号

を使ったり、夢中になりすぎてトイレにこもるなど、行

き過ぎが散見されます。親もネットの危険性とマナーに

ついて理解を深めましょう。子供と一緒に機器の設定を

したり、日頃のコミュニケーションを深めることで子供

をトラブルから守ることができるのではないでしょう

か。                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

6/24 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

【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：６月２０日（木）２０：００～ 

場所：西部ガス 

内容：一年を振り返って 

 

○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：６月１９日（水）１６：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：今期活動について 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合

や生徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合も

あります。 

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。 


