
 
 

 

 

 

 

第３９回例会記録(通算第 2567 回)  

平成 25（2013）年６月１７日 

 

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 

熊本第 4分区 ガバナー補佐 下川幸一様    

     

     

     

     

 

 

 

 

講演を希望する高校、大学対象に公募し、希望される

大学、高校に出かけ講義を行うものです。 

昨年は約 20 校、2,500 名で講義を行いました。 

今年も同様の内容で実施いたします。 

どうぞ、ご認知いただければ幸いです。 

 

 

幹事報告（漆島典和君） 

1. 鹿児島 RC 池田真美様より、バナー及び週報が届い

ております。 

 

 

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 ３８名 74.55％ 82.76％ 

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） 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

本日は熊本県経営者協会が本年度も継続事業として

実施しておりますキャリア支援研究会について話させ

ていただきます。 

熊本県内には約 7 万人の大学生が学んでいます。 

卒業、就職となりますと、熊本で就職したいけど、希

望の仕事、企業がない、しかたなく県外へという学生

が多くいます。 

反面、優秀な学生がほしいけどなかなか来てくれない

という地元企業もあり、いわゆるミスマッチが起こっ

ております。 

キャリア支援研究会の目的は 1 人でも多くの学生に地

元に残ってもらうことを目的に活動をしております。 

一つは「しごと塾」です。熊本学園大学、崇城大学の

2,3 年生対象に講座を設けております。 

講師は経営者協会会員の 38 名のボランティアで構成

し、仕事とは何か、企業とは何かを講義するものです。 

また、もう一つは「出前授業」です。 

6/15、16 の二日間、第 28 回地区ローターアクト研修会が行われました。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会長・副会長・幹事退任挨拶 

  

        

  
 

６/２６ 熊本第４グループ会長・幹事・ガ

バナー補佐会＠おく村 

７/２２ 2013-14年度第１回市域 RC 会

長・幹事会＠ホテル日航熊本 

７/２７-２８ 第２９回（2013-14年度）IAC

年次大会＠荒尾 
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例会変更のお知らせ 

○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） 

 

○東 RC～最終例会の為時間変更 

[日  程] ６月２５日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １９：３０～ 

 

○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） 

 

○北 RC～慶祝会の為日時変更 

[変更前] ６月２７日（木）１２：３０～ 

[変更後] ６月２８日（金）１９：３０～ 

 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] ６月２７日（木） 

 

 

熊本第４分区ガバナー補佐退任挨拶 

下川幸一様（熊本中央 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退任のご挨拶をさせて頂きます。 

熊本南ロータリークラブの皆様には一年を通し、多大

なるご協力をありがとうございました。今後ともよろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

常任委員長退任挨拶 

●広報委員長（吉原コウイチ君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年間、クラブ広報委員会にご協力頂きまして、真

にありがとうございました。クラブ広報委員会は、ク

ラブ内外に活動を知らしめるために、週報とホームペ

ージを二本柱にして、副委員長の丸山さんと、委員に

は前年度委員長の馬場さんと、ホームページの更新作

業をお願いしています古財さんと一緒に一年間やっ

てまいりました。 週報は、今年度から表紙に1枚写

真を載せるというスタイルで、毎週1枚選ぶのはなか

なか大変でしたが、将来見た時に、この時期は何があ

ったというのが、文字だけよりも視覚的にわかり易い

という意味で、よかったかなと思っております。先日、

委員会で引き継ぎのIMを行い、次期の丸山委員長もこ

のスタイルで続けたいということで、7月からは表紙

の色が新しくなる予定ですので、何色になるか楽しみ

にしてください。また次年度も、表紙に載せられるよ

うな、各委員会の事業やイベント等での写真のご協力

をよろしくお願いいたします。 週報の実際の制作は

事務局にお願いをしていますが、前任の二村さんの突

然の退職で、古財さんの奥さんには中継ぎをお願いし

大変助かりました。新事務局員の東さんは短期間でし

たが、もう充分できるようになったと思いますので、

末永くよろしくお願いいたします。また広報委員会は、

幹事、会計と三者で事務局協議会を構成し、次年度メ

ンバーは全員替わりますが、是非、事務局とコミュニ

ケーションをとって頂ければと思います。 ホームペ

ージでは、毎週、週報とメーキャップ情報の更新を行

い、またツイッターでは、毎週のスマイルから抜粋し

て、タイムリーな情報を提供してきました。また、例

会場のインターネット環境の整備ということで、この

会場にもWIFIルータを設置しましたが、元の回線から

中継で繋げるやり方ですので、元との距離によって、

会場内の場所によっては繋がったり繋がらなかった

りと、まだ不安定な状況ではありますが、ホテル日航

自体でWIFI化の計画もあるということですので、もし

そうなると、どこでもネットに高速で繋がるようにな

りますので、是非楽しみにお待ちしております。 
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 一年間お世話になりました。次期、丸山委員長にも変

わらぬご協力を頂きますようよろしくお願いいたし

ます。どうもありがとうございました。 

 

●クラブ管理運営委員長（喜讀宣友君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度はほとんど何もしていませんが５月１７日

にクラブ管理運営委員会のインフォーマル・ミーティ

ングを開催し、なんとか最後のまとめをすることがで

きました。この一年の各委員会、委員長の所見を述べ

させていただきます。出席委員会、現王園委員長。委

員長、委員会の努力にもかかわらず本年度の出席率は

よくありませんでした。本日お越しの下川ガバナー補

佐からも年度中に苦言、叱咤激励の言葉を頂くことも

多々ありました。原因はいろいろとありどうしようも

ない部分もありましたが、出席は義務だという各人の

自覚、そしてクラブ全体でとりくむことが重要である

と感じました。次年度への課題です。プログラム委員

会、玉田委員長。入会して年数が浅いにもかかわらず

様々な人脈で、外部からも幅広く卓話者を呼ばれ、各

種月間にも配慮されメンバーの興味を引く内容のプ

ログラムで感心しました。スマイル委員会、坂本委員

長。マンパワーの勝利。目標額もきっちり達成され、

自らも楽しむというスタンスでメンバーのスマイル

を引き出していただきました。引き続き同様のスタン

スで次年度親睦活動委員会も頑張って頂きたいと思

います。親睦活動委員会、三角委員長。前年度の担当

が私ということでやりやすかったのでは。毎回、メン

バーの親睦を考えしっかりとした企画をたてられて

いました。特に親睦活動月間の卓話は感動すら覚えま

した。次年度スマイル委員会でも、歯に衣着せぬシニ

カルな発言が楽しみです。クラブ会計、星野会計。事

務局員が変わりばたばたする中しっかりと新しい事

務局員さんのフォローまでしていただきました。後は

最後の本年度の決算をよろしくお願いします。私見で

すが次年度は中間で執行状況報告があるほうが良い

と思います。S.A.A.赤澤副委員長、最初から S.A.A.

不在の中しっかりとした例会の雰囲気をつくってい

ただいたと思います。私見ですがこのポジションは会

長経験者など威厳をもって第３者的な立場で発言で

きる方が良いと思います。引き続き次年度も同様の姿

勢で望んで頂きたいです。 

この一年、‘管理’はできませんでしたが各委員会そ

れぞれにしっかりとやられていたので安心できまし

た。今日は委員長さんだけとりあげましたが、各委員

会は委員会メンバーの協力があってこそ成り立つも

のです。委員会メンバーの皆様お疲れさまでした。 

奇しくも次年度は 2年連続でクラブ管理運営委員長を

仰せつかりましたので本年度の反省をいかし PDCA サ

イクルで運営をやっていくつもりです。 

一年間ご協力ありがとうございました。 

 

●奉仕プロジェクト委員長（野口泰則君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度奉仕プロジェクト委員長、野口でございます。

奉仕プロジェクト委員長は、次期会長が就任すること

になっております。次年度は田川委員長となります。

今年度同様、どうぞよろしくお願い致します。部門ご

とにお話しさせて頂きます。まず、職業奉仕委員会よ

り、今年度久峨委員長と後藤副委員長には九州クラフ

ト工業様・熊本ワイン様への職場訪問など、色々なア

イディアで大変楽しく行って頂きました。ありがとう

ございます。次に社会奉仕委員会の赤澤委員長・新世

代委員会の原委員長・ＲＡＣの工藤委員長・ＩＡＣの

藤木委員長の皆様、清掃活動やボランティア活動など、

お忙しい中、一年を通してよくやって頂きました。感

謝致します。希望としましてですが、会員の皆様には

ＲＡＣの例会に積極的にご参加頂ければと思います。

次に国際奉仕プロジェクトの今村委員長、タイ・プロ

ジェクトは熊本南ロータリークラブの柱のひとつで

す。今年度同様、皆様の御協力をよろしくお願い致し

ます。姉妹クラブにつきまして、来年度は８月に青少

年交換留学生の受け入れがございます。また、台北大

同扶輪社の創立３０周年記念の年でもあります。会員

の皆様には引き続きご協力をお願い致します。最後に、

米山奨学会・R 寿崎奨学会ですが、こちらも熊本南ロ

ータリークラブにとって重要な部門です。次年度もよ

ろしくお願い致します。ありがとうございました。 
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 ●R 財団委員会（川越 武君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、ロータリー財団委員長を退任することになり

ました川越でございます。退任するにあたり、改めてロ

ータリー財団について少しお話したいと思います。   

熊本南ロータリークラブの財団活動と致しましては、ロ

ータリー財団基金を活用した事業、例えば台湾台北大

同扶輪社と共同で台湾に水道を設置したり、タイに生

活用水の為の井戸を採掘するなど、生活衛生面の向

上に力を注いで参りました。しかし、この資金調達に伴

う事務手続きが大変複雑なことなどから、ここ数年この

基金を利用した事業が行われておりませんでした。た

だ、昨年よりこの事務手続きも簡素化され、利用しやす

くなりましたので、是非この機会にまた新たな事業展開

を企画するのは如何でしょうか？補足ですが、このロー

タリー財団基金はすべてロータリー会員の寄付により成

り立っております。例えば１００万ドルの食事、または１０

０ドル寄付などがそうです。ちなみに釈迦に説法ではご

ざいますが、国際ロータリー財団は、１９１７年、アーチ・

C・クランフ国際ロータリー会長が提案し、１９８３年にア

メリカ・イリノイ州法のもと、非営利財団法人となりました。

以上でございます。これをもちまして、退任の挨拶とさ

せて頂きます。ありがとうございました。 

  

 ●会員維持増強委員会（漆島典和君/木村委員長代理） 

会員維持増強につきましては、委員会だけでなく、会

長他会員すべてのお力添えが必要です。来年度もご協

力をお願い致します。ありがとうございました。 

 

 

●スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君・吉永彰一君 

当クラブへの来訪者、熊本第４分区ガバナー補佐 下川

様を歓迎致します。また、常任委員長の皆様、大変お世

話になりました。退任のご挨拶、よろしくお願いします。 

 

○井上雄一朗君 

下川ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。楽しんで

いかれて下さい。又、来月の私事でもお世話になります。

ありがとうございます。 

○喜讀宣友君 

熊本第４分区ガバナー補佐 下川様のご来訪を歓迎致

します。一年間お疲れ様でした。 

 

○漆島典和君・古財良一君 

九州クラフト工業の坂本スマイル委員長、「日本印刷

産業連合会会長賞・優秀賞」おめでとうございます！

益々の会社の発展をお祈り申し上げ、スマイルしま

す。 

 

○渡邉秀章君 

昨日の父の日、期待どおり息子の彼女から花束が届

きました。今年のメッセージには「いつもありがと

うございます」に加え、「これからもよろしくお願い

します」と添えられていました。先日、私も先方の

親御さんに正式にご挨拶し、来年春の挙式に向け、

順調に進んでいます。ありがとうございます。 

 

○塚本 侃君 

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

○久峨章義君 

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

 

【例会予定】 

７/１ 会長・副会長・幹事就任挨拶 

７/８ 寿崎奨学生紹介・奨学金支給 

 

 

【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：７月４日（木）２０：００～ 

場所：西部ガス 

内容：未定 

 

○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：７月３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。 

 


