
 
 

 

 

 

 

2013-14年度 野口会長、一年間よろしくお願いいたします！ 

活発な意味のある活動により、素晴らしいものだった

と思っていただけるよう努力します。 

熊本南ロータリアン、私もその一員として、無限の可

能性に挑戦して行きたいと思っております。 

一年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1. 岡村直前ガバナーよりお礼状が届いております。 

2. 熊本市国際交流会館より 7月催物御案内が届いており

ます。 

3. 熊本市域 RCの例会変更はございません。（サインメー

キャップもございません。） 

4. 例会終了後臨時理事会を開催致します。 

5. 本日 18:30 より第 1回クラブ協議会を開催致します。 

6. 週報ファイルが届いておりますので、ご注文された方は

お持ち帰りください。 

 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

今年度の会長を務めさせていただきます、野口でご

ざいます。 

私は伝統と歴史ある熊本南ロータリークラブの一員で

あることを誇りに思います。そして嬉しく思っていま

す。私は、数々のロータリー活動から多くのことを学

びました。その活動の実践にて出会った沢山の方々の

喜びの表情は、人生の宝となっております。 

我々、熊本南ロータリアンの奉仕の信念は、決して揺

るぐことはないと信じております。 

沢山の方々へ意味のある活動をし、それがやがて社会

全体の貢献へと繋がることを信じて活発に活動してま

いりたいと思っております。 

ロータリー活動の実践ならびにその信念は、社会を豊

かにするだけではなく、出会う方々の人生をも豊かに

するものになると確信しております。 

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.寿崎奨学生紹介・奨学金支給 

  

        

  
 

７/２２ 2013-14 年度第１回市域 RC 会

長・幹事会＠ホテル日航熊本 

７/２２ 夫人招待日 

７/２７-２８ 第２９回（2013-14 年度）IAC

年次大会＠荒尾 

８/３-８ 青少年交換留学生受け入れ 

８/５ 暑気払い＆新入会員歓迎会 

    ＠オーデン 

 

 

第１回例会記録(通算第 2569 回)  

平成 25（2013）年７月１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 

熊本第 4分区 ガバナー補佐 浜島巌様    

米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君 
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出席報告（永井富士雄君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

５８名 ４６名 79.31％ 80.00％ 

出席規定適用免除者 6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 

ありませんでした。 

 

新入会員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名：岩野 衆次君 

生年月日：昭和34年6月6日 

勤務先：(株)NTT ドコモ九州支社熊本支店 

趣味：海・漁（さかな）関係全般・温泉めぐり 

推薦者：渡邉秀章君・漆島典和君 

 

熊本第４分区ガバナー補佐就任挨拶 

浜島巌様（熊本西 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

2013-14年度熊本第4分区ガバナー補佐に就任いたし

ました、浜島巌でございます。 

熊本南ロータリークラブの皆様には色々とお世話にな

ります。どうぞ一年間よろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●親睦委員会（坂本研一君） 

  今年度の誕生・結婚祝いにつきまして、アンケート

を取らせて頂きましたが、JCB ギフト券で承認されま

したのでご報告致します。 

8/5暑気払いと岩野 衆次会員の歓迎会を行います。

詳細につきましては決定次第お知らせ致します。 

 

   ［誕生祝］             ［結婚祝］ 

倉崎保広君  7.11        該当者なし 

吉本栄一君  7.17 

星野誠之君  7.23 

 ［誕生祝］   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●米山奨学会（田邉信一君） 

7月分の奨学金が支給されました。 

  

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○浜島巌様 

熊本南ロータリークラブのご発展と野口会長・今村幹事様

のご活躍を祈念申し上げます。 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君 

第2720地区熊本第4G ガバナー補佐 浜島巌様のご来訪

を心より歓迎いたします。また、新入会員の岩野衆次様と

米山奨学生のジャスティン君を歓迎してスマイルいたしま

す。 

○坂本幸樹君・藤見泰之君 

熊本西 RC 浜島巌ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎

いたします。また、新入会員の岩野衆次様のご入会を歓

迎してスマイルいたします。 

○浅山弘康君・漆島典和君・吉永彰一君・古財良一君 

  新年度おめでとうございます。心よりエールをお送りいた

します。また、新入会員の岩野衆次様・浜島巌ガバナー

補佐を心より歓迎いたします。 

○田川憲生君 

浜島巌ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎いたします。

熊本南 RC をよろしくお願いいたします。夜の街以外でお

会いするのは珍しいですね。 

○野田三郎君・丸山浩之君 

野口新年度 執行部のスタートおめでとうございます。ま

た、浜島巌ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎いたしま

す。本年度も大変お世話になります。 

○喜讀宣友君 

野口丸の門出を祝します。また、浜島巌ガバナー補佐

のご来訪を心より歓迎いたします。プラス、三角スマ

イル委員長の門出を祝します。 
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○濱田定勝君 

浜島巌ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎いたしま

す。勤労青少年協会でのご活躍の姿を思い出します。

また、今日からスタートの野口会長はじめ、役員の

皆様の御活躍をお祈りいたします。 

○野口泰則君  Ⅹ 

第56代会長を拝命いたしました野口です。皆様の御協

力・ご支援を心からお願いいたします。何も起きずに一

年過ぎることを願っていますが、何かやらかしたらロータ

リーの友情でお許し下さい。副会長が堀川さん・幹事が

今村さんなので大丈夫と思っています。何卒よろしくお

願いいたします。 

○堀川貴史君・今村浩昭君・杉田辰彦君 

新入会員岩野衆次様の入会を西南学院大学同窓生とし

て心より歓迎いたします。困ったことがあったら何でも相

談して下さい。 

○渡邉秀章君 

 NTT ドコモ熊本支店長 岩野衆次様の入会を心から

歓迎します。前任地の宮崎でもロータリークラブに

入会されていたとのことで、ロータリー活動では私

が後輩になりますが、どうぞよろしくお願いします。 

○原 裕一君・坂本研一君 

 NTT ドコモ熊本支店長 岩野衆次様の入会を心から

歓迎します。支店長会などがありましたら、たくさ

んの方々をご紹介下さい！ 

○渕田俊郎君・田邉信一君・稲留穂君・現王園敏伸君 

 野口会長・今村幹事をはじめ、本年度の役員の皆様、

一年間よろしくお願いいたします。 

○山内昭徳君 

浅山直前会長・漆島前幹事・他前各委員長様、一年

間大変ご苦労様でした。また、野口会長他、役員の

皆様方のご活躍とご健勝を祈念申し上げます。 

○永井富士雄君 

 野口年度新体制でのスタートおめでとうございます。

本日より一年間出席委員長としてお世話になります。

「出席率の向上」を目指しますので、皆様方のご協

力をお願いいたします。 

○鈴木勝志君  Ⅱ 

 野口会長年度のスタートです。どうぞよろしくお願

いいたします。頑張って下さい。 

○齊藤直信君  Ⅹ 

 野口年度のご活躍を祈念します。また、アテンファ

ーストが4戦目で勝利、スマイルします。 

○髙宮 宏君   

 野口年度のスタートを祝しましてスマイルします。

頑張って下さい。 

○三角雄介君   

 今年度一年間、よろしくお願いいたします。 

○平尾豊幸君   

 今日は所用の為早退します。お詫びのスマイルです。 

 

会長就任挨拶（野口泰則君） 

2013-2014年度熊本南ロータリークラブ会長（第56

代）に就任することになりました野口泰則でございま

す。国際ロータリークラブは今、大変革期を迎えてい

ます。それは社交クラブとして、あるいは奉仕団体と

して色々な側面を持ち、多様な価値観の中でマネジメ

ントされているからです。その中で、本来の機能・成

果、あるいはロータリー精神が反映されずに運営され、

各ロータリアンが苦悩しているように見えます。が一

方では、明るく楽しいクラブライフで充実し、色々な

出会いや思い出が友情を創りあげて、人格の向上・発

展に寄与しています。 

2013-2014年度 RI 会長、ロン D・バートン氏の今期のテ

ーマは「ロータリーを実践し、皆に豊かな人生を」で

す。アクション・活動、しかも積極的な明るい心と積

極的な活動を呼びかけています。ロータリーの変化は

CLP（クラブ・リーダーシップ・プラン）の導入や、戦

略計画の策定、ロータリー財団の方針変更など大規模

なものとなり、地区補助金のシステム変更や「未来の

夢」計画から「未来の夢」実行へと変化というより成

長しています。 

熊本南ロータリークラブ会長職を務めるに当たり、基

本的方針を述べさせて頂きます。先ず、目標の設定。

あらゆる組織は目標なくして針路は決まりません。そ

の為、目標を設定いたします。 

熊本市域ナンバー1ロータリークラブになる。 

この壮大な目標は、会員数・出席率・活動内容・財団

寄付・地区大会・地区協議会の参加や、奉仕活動の目

標成果など全部含みます。その為に必要なのは、情報

の共有と友情です。ロータリーには原理・原則があり

ます。会員減少と言われる中で、第2720地区だけは会

員増です。理由ははっきりしています。魅力あるロー

タリーにしようと全員思っているからです。ロータリ

ーで学んだことは必ず自らの社会生活に、家庭生活に

フィードバックしてきます。余った時間、余ったお金

で付き合いでやるようなものではないのです。この世

で最も尊い経験をし、自らの人格向上に寄与するもの

と信じています。ロータリーの哲学、シェルドンの言

葉より、自分と他人は目に見えない心で結ばれている。

出会いの保証・先見性の取得・対人関係における自己

成長。 

ロータリーはジェントルマンであれ。BE  GENTLEMAN 

紳士としてのマナーを守れ。世に示す。 

どうぞ、一年間よろしくお願い申し上げます。 
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副会長就任挨拶（堀川貴史君） 

2013～2014 年度 国際ロータリー第 2720 地区 熊本

南ロータリークラブの副会長を拝命致しました堀川

貴史です。どうぞよろしくお願い申し上げます。私は、

2000 年の 4 月に、この熊本南ロータリークラブに入会

させていただきました。以来、副幹事を 3 回、青少年

交換委員長、ローターアクト委員長、会報委員長、2007

～2008 年度には、野田会長のもとで、クラブ幹事、そ

の後も、R 情報委員長、スマイル委員長、奉仕プロジ

ェクト委員長、そして、2011～2012 年度には、クラブ

会長も務めさせていただきました。その間、クラブは

創立 50 周年を迎え、60 周年に向けた 10 ケ年ビジョン

が出来上がりました。今年度は、創立 55 周年という

記念すべき年度でもあり、10 ケ年ビジョンの中間地点

となります。野口会長の元で、副会長として、前に出

過ぎないように気をつけながら、精一杯サポートして

まいります。まずは、会長方針に基づいて、他の理事、

役員の皆様をはじめ、各委員長、委員の皆様の結束と

ご協力を得ながら、クラブのさらなる充実と発展のた

めに誠心誠意、努力してまいります。   

次に、クラブの地域社会や海外への奉仕活動が、充実

した意義あるものにしていくためには、クラブ内の意

識の向上と親睦融和、そして会員増強などクラブ内部

の充実が不可欠です。親睦と友情を深めながら奉仕活

動を行い、奉仕活動を行いながら効果的な親睦が増進

されるよう、努力します。そのためには、楽しい気持

ちで例会、親睦会、諸会合などに出席していただき、

自己修練の場であることを常に認識していただける

よう、各委員会と協力していかなければなりません。 

特に例会はロータリーの原動力をなすものであり、親

睦の最も重要な会合であることを再認識すべきです。

報告や自分の考えを披露するという自己修練と、また

人の話を聞きそれを自分なりに消化する修養の場で

す。その体験を積み重ねることによって、ロータリー

精神が身につきます。毎週の例会に出席をお願い申し

上げます。また、そのために、例会は会員の融和に心

を配り、きめ細かい配慮に心がけます。そして各委員

会は、寛容と連帯の心を持ち、価値観を一つにして密

接な相互交流を図っていけるよう、努力してまいりま

す。現在私たちが持っている価値観は、今まで接して

きた人々、また社会との間で形成されてきたはずです。

ロータリーは人を作る場であると言われますが、私た

ち も 身 の 丈 に 合 っ た 行 動 が と れ る よ う に 努               

力することが大切だと思います。最後に若輩者の私で

はございますが、役員、理事の方々のご協力を得て、

野口会長のもと、熊本南ロータリークラブのさらなる

発展のために誠心誠意、努めさせていただく所存でご

ざいますので、会員の皆様の暖かいご支援ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

幹事就任挨拶（今村浩昭君） 

熊本南ロータリークラブ 2013～2014 年度のクラブ

幹事を仰せつかりました今村です。野口会長のもと、

堀川副会長、藤見・坂本幸樹両副幹事と力を合わせ、

クラブ運営のお手伝いをさせていただきたいと考え

ております。一年間、どうぞよろしくお願いいたしま

す。わたしは、2008 年 5 月に、野口会長と際田旧幹事

の推薦により、野田会長年度に当クラブに入会させて

いただき、5 年が過ぎました。入会間もない頃、塚本

会長年度に、代継太鼓の太鼓隊の練習に励んだのが一

番の思い出です。そのまま続いていたら一番下手だっ

たのが暴露される可能性がありました。渕田会長年度

には、出席委員長をお引き受けし、一年間、毎週壇上

に上がる度に緊張したのが思い出されます。その次の

久峨会長年度は、親睦委員長をお引き受けし、米空軍

音楽隊のコンサートや年忘れ家族例会など一年間あ

わただしかった事が印象に残ります。おかげさまで、

私の方が会員のみなさまと知り合いになるきっかけ

をいただきました。そして、堀川会長年度、浅山会長

年度には、国際奉仕委員長をお引き受けさせていただ

きました。この頃から、やっと、例会の昼食を楽しむ

ことができるようになりました。タイにはこの 5年間、

齋藤会員や山内会員等と一緒に行かせたいただいて

おります。チェンライやバンコクの風景が浮かんでき

ます。今年は、坂本研一会員、塩井会員と参加できた

のが心に残っております。ロータリー活動を通して、

このような機会を与えていただきましたことに心よ

り感謝いたします。RI 会長ロン・D・バートンのテー

マは、「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」 

“Engage Rotary Change Lives” です。日本語で

も、英語でも内容は深くて、難しいのですが、野口会

長、堀川副会長の積極的な考え方のもとで、委員長、

副委員長、委員の方々と協力し合い、理事会や歴代会

長会の指導を仰ぎながら、クラブを運営していきたい

と思います。そして、一年間の活動の結果として NO．

1 へ向えば素晴らしいな、と思っております。一人ひ

とりにとって「豊かな人生」には、違いはあると思い

ますが、自らにとって、あるいは、人々にとっての「豊

かな人生」について考える機会になればと思います。

既に、新年度はすばらしい委員のもとに動き始めてい

ます。7 月 1 日からの新年度、クラブ幹事として一年

間、精一杯努めさせていただきます。みなさまのご指

導をよろしくお願い申し上げます。ありがとうござい

ました。 


