
 
 

 

 

 

 

夫人の会の皆様、今年度もご支援よろしくお願いします！ 

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 ３８名 70.37％ ８６．２１％ 

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） 

 

理事会報告 

    ・鬼塚 貴志様の入会が承認されました 

    ・6/30を以て、中川順一会員が退会→承認されました 

    

例   例会変更のお知らせ 

○西ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ７月３０日（火）１２：３０～ 

○05福祉ＲＣ～親睦会の為 

[日  程] ７月３０日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

○平成ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ７月３１日（水）１２：３０～ 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

本日熊本中央ロータリークラブより田尻晋哉会長・丹後秀

庸幹事にご来訪いただきました。お忙しい中「夫人の会」の

皆様にもご出席いただき心より厚く御礼申しあげます。 

さて本日の例会では多くの報告事項があり、時間が足りなく

なることが予想されます。従いまして、会長報告は割愛させ

ていただきます。ご了承願います。 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1. 米山奨学会より鈴木勝志会員への感謝状が届いております。 

2. 熊本県ロータリー奨学会より「県ロータリー奨学会について及

び前年度寄付・今年度事業計画・役員一覧等について」届い

ております。 

3. 熊本市国際交流会館よりニュースレターくまもと他が届いてお

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.会員卓話 野田三郎会員 

  

        

  
 

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 

９/９ 創立 55 周年記念例夜会 

＠ホテル日航熊本 

 

 

 

第３回例会記録(通算第 2571 回)  

平成 25（2013）年７月２２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 

熊本中央ＲＣ会長 田尻晋哉様   

熊本中央ＲＣ幹事 丹後秀庸様     

米山奨学生  ンダギジマナ・ジャスティン君  

夫人の会 馬場桂子様    野田珠実様 

       堀川光江様    塚本敬子様 

       園田美香様 
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  ○西稜ＲＣ～親睦会の為場所変更 

[日  程] ８月５日（月）１８：３０～ 

［場 所］ ビアガーデン 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１２日（月）１８：３０～ 

○城東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１２日（月）１２：３０～ 

○グリーンＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１２日（月）１２：３０～ 

○東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１３日（火）１２：３０～ 

○西ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ８月１３日（火）１２：３０～ 

 

熊本中央 RC会長就任ご挨拶（田尻晋哉様） 

皆様こんにちは。歴史と伝統ある熊

本南ロータリークラブの例会に参加さ

せて頂き、ありがとうございます。今年

度熊本中央 RC 会長の田尻でござい

ます。よろしくお願い致します。私ども

も3回目の例会を終えたばかりで未だ慣れない状態です。まだまだ未

熟でございますので、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

 

新入会員自己紹介  

・１回目 （鬼塚貴志君） 

初めまして、新入会員の鬼塚です。

伝統と歴史ある熊本南ロータリークラ

ブに入会させて頂き、ありがとうござい

ます。推薦頂いた平尾さん・久峨さん

の顔に泥をぬらないよう頑張ります。よ    

ろしくお願い致します。 

 

・３回目 （岩野衆次君） 

３回目の例会出席となりました岩野です。今日は趣味パート２

についてお話ししようと思っていましたが、受付で皆さんのお話

しを聞いているとまだスマートフォンを使われてない方も多く、

先ほど野口会長からも台北大同扶輪社からのホストファミリー受

け入れの依頼もありましたので、急遽、内容を変えて「ちょっと

役に立つ」お話しをいたします。私も以前、何度かホストファミ

リーをしたことがありますが、全然英会話がダメでせっかく受け

入れたのにほとんどコミュニケーションができませんでした。ス

マートフォンのサービスとしてドコモが開発した「話して翻訳」

という無料のサービスがあります。これは日本語で話しかけると

指定した外国語に翻訳し相手に音声で話しかけてくれます。中国

語も北京用と台湾用があります。例えば「天草観光はどうでした

か？」と日本語で話しかけると、「×××××（中国語）」と音声

で相手に伝えてくれます。話した内容も日本語で表示されちゃん

と翻訳されたか確認できるので安心です。逆に相手に中国語で話

しかけてもらうと日本語で表示され音声で話しかけてきます。ホ

ストファミリー受け入れで会話が心配という方にはお勧めのスマ

ートフォンの機能です。ドコモとスマートフォンが全面的にホス

トファミリー受け入れを応援します。 

 

委員会報告 

●親睦委員会（坂本研一君） 

 8/5暑気払い＆新入会員歓迎会を行います。今回は青少年交換留

学生・寿崎奨学生・米山奨学生・RAC 会員も参加予定です。                      

18:30～オーデンにて 

 

●姉妹クラブ委員会（塚本 侃君） 

8/3～8青少年交換留学生の受け入れを行います。再度ホストファミ

リー募集のご案内を致します。是非皆様のご協力をお願い申し上

げます。 

 

●スマイルボックス（現王園敏伸君） 

○田尻晋哉様・丹後秀庸様 

今年度熊本中央 RC 会長・幹事を仰せつかりました、田尻・丹後で

ございます。今後ともご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

○夫人の会様 

本日はお招き頂き、ありがとうございます。 

○野口泰則君・今村浩昭君 

熊本中央 RC 田尻会長・丹後幹事のご来訪を心より歓迎致します。

第4分区会で大変お世話になっています。今後ともよろしくお願い

致します。 

○野口泰則君 

  新入会員 鬼塚様を心より歓迎致します。それから夫人の会の皆様

のご来訪を心より歓迎致します。いつも若々しい皆様にスマイル致し

ます。 

○喜讀宣友君 

  熊本中央 RCの田尻会長・丹後幹事様を歓迎致します。 

○堀川貴史君 

  本日ご来訪のンダギジマナ・ジャスティン君、また夫人の会の皆様を

歓迎致します。 

○田川憲生君 

  夫人の会の皆様のご来訪を歓迎致します。やはり女性がおられるだ

けでとても素敵な雰囲気になります。ありがとうございます。 

○塩井泰明君・藤見泰之君・永井富士雄君・坂本幸樹君 

  新入会員の鬼塚貴志様を心より歓迎致します。また、夫人の会の皆

様を歓迎致します。 

○漆島典和君・現王園敏伸君・古財良一君・坂本研一君・丸山浩之

君・久峨章義君・平尾豊幸君・馬場大介君 

  本日入会されました、鬼塚貴志様を心より歓迎致します。熊本中央

RC田尻会長・丹後幹事、また、夫人の会の皆様を歓迎します。 

○岩野衆次君 

  鬼塚さん、入会おめでとうございます。3週間先輩の岩野です。同期

として一緒に頑張りましょう。 



 3 

○寿崎肇君 

  第104回国際大会より帰国して極めて元気に過ごさせて頂いており

ます。感謝のスマイルを致します。 

○塚本 侃君 

今日は所用の為早退しますので、お詫びのスマイルです。 

 

常任委員長就任挨拶 

●会員維持増強委員長（後藤 博君） 

16年前久峨さんに進められて入

会し、久峨会長年度に幹事もしま

した。その時久峨さんと話したの

は「会員を70名まで増したら会費

が1万円下げられますね」というこ

とでした。年会費が下がれば入会するハードルも下がります。

是非来年6月までに75名にしたいと思います。私自身は56歳に

なりまして、健康寿命というものがあり、男性は約70歳で残り

9年は介護が必要。女性は70歳強でその後介護が13年ほど必要

とのことです。それですと私は健康寿命まであと10年ほどです

ので、次の世代に託すために若い人をたくさん入れたいと思い

ます。一人１名と言わず皆さんのご協力をお願い致します。ご

紹介頂ける方があれば私も同行しますので、一緒に口説きに行

きましょう。中期目標の会員150名に向かって、その第一段と

してまずは70名に増やしたいと思います。 

 

●クラブ広報委員長（丸山浩之君） 

この度クラブ広報委員長を拝命致

しました、丸山です。よろしくお願い

致します。まだまだ新入会員と思っ

ておりましたが、入会して5年になろ

うとしております。ロータリーのことな

ど「金と時間のある社長達の集まり」程度の浅い感覚でしたが、東矢

会員の強引な？お薦めもあり入会させて頂きました。当初はかなり

戸惑いを感じましたが、毎週例会に出席するうちにだんだん楽しく

なり、今では本当に入会出来た事に感謝しております。入会して良

かったと思う点は大きく二つあります。沢山のご縁に巡り合えた事と、

経営者としての意識を高める事が出来たという点です。広報活動と

は何か？先輩方の財産として週報やHPを最大に活用していく事は

ツールとして必然です。私は今自分が思う事・感じる事を自分なりの

言葉で発信して行きたいと思います。結果としてそのような行動が

「想いが伝わる」と考えます。皆様のご協力・助言を頂き、私なりに精

一杯頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

●クラブ管理運営委員長（喜讀宣友君） 

本年度クラブ管理運営委員長を

拝命した喜讀宣友です。2年連続と

いうレアなケースですので、前年

度の反省を生かし、しっかりとや

っていく所存です。前年度の浅山

会長年度は、それぞれの委員会の自主性を重んじられ、オンリ

ーワンがわんさかのオンリーわんさかでしたが、本年度の野口

会長年度は、それぞれにナンバーワンを目指すナンバーわんさ

かともいうべきなんとも欲張りな方針を立てておられます。事

前にインフォーマル・ミーティングを行い、会長方針の読み合

せを行った際、意見を求めましたが異論を唱える輩は一人もお

りませんでしたので、それぞれの委員会がナンバーワンを目指

して努力していくものと理解しております。もちろん結果が全

てということではなく過程が重要であると、会長も申しておら

れます。何をやったかではなく、どれだけ心をこめたかが大事

だと考えます。本年度の当委員会の重点目標は、熊本市域ナン

バーワンとなるためのクラブのサポートと強化です。そのため

にクラブの車の両輪といわれる奉仕プロジェクト田川委員長

と手を取り合って、各委員会が継続性を保ち連携が取れるよう

調整を図ります。また R.I.や地区が導入を推奨している戦略計

画委員会の設置についても検討していくつもりです。幸いにも

当クラブには50周年時に作った10ヵ年ビジョンがありますの

で見直しをしつつ、新たなる3年間のスタートにしたいと思っ

ています。各委員会、委員長に対する所見を述べたいと思いま

す。出席委員会。ここ数年、委員会の努力にもかかわらず、出

席率が落ちています。さまざまな要因がありますが、出席は義

務であるということを個人個人で自覚していただきたい。これ

は委員会だけの責任ではなく全体責任と捉え執行部を含めた

全員が協力して頂きたい。永井委員長はしっかりとしたビジョ

ンをもたれ、的確な計画を立てておられるのでしっかりと実行

して頂ければおのずと結果はついてくると思います。プログラ

ム委員会、渡邉委員長。月初に月間のテーマに合わせた各委員

長の会員卓話を取り入れられることは、情報の提供とともに月

間のテーマにあった奉仕活動をしたいという意欲を駆り立て

るし、例会の進行上も良いと思います。また外部卓話にめりは

りをつけたり、夫人の会の時はそれに沿った卓話者を招くなど、

画期的なアイディアで充実を図っておられます。メンバーに協

力をお願いしたり、先日のクラブ協議会で浜島ガバナー補佐が

言われた地区等の卓話者リストを活用されても良いかと思い

ます。スマイル委員会、三角委員長。クラブ協議会時にその重

要性と必要性をしっかり認識されたと思いますので、目標額を

イヤイヤ集めるのでは無く、自主的・積極的に参加ができるよ

う動機付けを行い、更には会員同士の親睦が深まるようなスマ

イルをお願いします。委員長の個性を生かした、歯に衣着せぬ

シニカルだけどハートのある発言に期待しています。親睦活動

の坂本委員長とはたすき掛けの関係ですので連携してお互い

アドバイスしながらやってください。その親睦活動委員会、坂

本委員長。おそらく事業も一番多く大変な委員会ですが、まず

自分が楽しみ、昨日の井上雄一郎会員の披露宴に出席された方

はよく分かられるかと思いますが、委員会メンバーが結束して

楽しみ、その中には準備で苦労した後の達成感や、人から感謝

される喜びをもって、会員全員が楽しめる親睦を目指して頑張

ってください。兄貴ならやれると思います。クラブ会計の玉田
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会計。前任の星野副会計と協力して、シンプルイズベストの会

計を目指してください。あってはなりませんが、事務局員が誰

に変わろうとも明朗会計に誰でもできるシステム作りが必要

です。また四半期ごとの監査実施、予算の消化状況報告をお願

いします。また幹事、広報委員長と連携して事務局員のサポー

トも引き続き宜しくお願いします。最後に S.A.A.、赤澤 S.A.A.。

立場的には2年連続といえるかもしれませんが、お気の毒に。

声の大きさを活かして威厳を持って会場監督を務めてくださ

い。赤澤 S.A.A.の活動方針に基づいて各委員会と連携を取りな

がらすすめたら必ずや他クラブからの来訪者は熊本南ロータ

リークラブはすばらしいと思うはずです。以上委員会、委員長

に対する所見を述べさせていただきましたが、それぞれに志が

高く、きちんとした目標・活動方針を立てておられます。私が

言うまでもなくそれぞれしっかりやられるとおもいますが、取

りまとめとして11月に中間の進捗状況に対する検討、5月に反

省点の検討を行い次年度に積み増しができるように引き継ぎ

たいと思っております。それぞれの委員会が熊本市域ナンバー

ワンになるべくオレンジ色の炎を燃やし、会員の心に点火し、

大きなオレンジ色の炎となるよう頑張っていく所存ですので

一年間ご協力宜しくお願い致します。 

 

●奉仕プロジェクト委員長（田川憲生君） 

今年度奉仕プロジェクト委員長の

田川です。入会3年目にして重要な

ポストで皆様にはご迷惑をお掛けす

るかと思いますが、よろしくお願い致

します。奉仕プロジェクトでは各委員

会と横の連携を密に、各委員長・副委員長と協議し、今の奉仕プロ

ジェクトがニーズに合っているか、やる側のやりがい・受ける側の喜

びになっているか等考えながら精一杯やらせて頂きます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

●Ｒ財団委員長（星野誠之君） 

ロータリー財団の位置づけとし

ては、奉仕プロジェクト委員会に

含まれるのではなく、独立した委

員会となっています。これは奉仕

活動を行う際に、熊本南 RCの独自

予算では賄えない程度の事業を行う際に、ロータリー財団の補

助金を使用するサポートをする立場にあるためであります。よ

って、ロータリー財団委員長の役割は、各奉仕活動委員会の活

動にロータリー財団の補助金をコーディネートする業務が重

要な役割であると考えています。ロータリー財団の補助金のメ

ニューとしては以下の 3つの中心的な補助金が存在します。 

①地区補助金②グローバル補助金③パッケージ・グラント 

その他にも以下のような補助金メニューが存在します。 

①旧地区補助金（DSG）②ロータリー平和フェローシップ 

③マッチング・グラント④未来の夢試験段階 

⑤公共イメージ補助金 

このように多くの補助金メニューが存在しており、奉仕活動の

内容に応じて適切な補助金の使用を助言できるように、各補助

金の仕組みを理解していきたいと思います。また、グローバル

補助金のように要件が厳しく、長期かつ大規模な事業を行う際

に使用する補助金については、その実例を紹介する等して、会

員の皆さんに事業のイメージをもってもらい、今後数年をかけ

て事業を計画するきっかけを与えられればと考えております。 

 

寿崎 PG 報告 

7/1 ガバナー・元・次期ガバナー懇談会に出席致しました。開会

の言葉に続いて、この一年間の物故者に対する黙祷で多くの方々

が亡くなっておるのに驚きました。しかも最も多い年齢は 80 才代、

次が 90才以上、70歳代はごく僅かでした。ガバナー経験者は長生

きするのかと思いました。午後最初の新任ガバナー代表挨拶はガ

バナー会議長 舟木いさ子氏のお話で短く、「ロータリーの基本奉

仕の為の親睦を大切に」。女性ガバナー会議長に対しては少し冷

たいように感じました。私のテーブルには同期 3 名で、直前 RI会長

の田中作次氏・今井鎮雄氏・菅野元理事・高野孫左衛門氏等、

我々年代も古参ガバナーに入るのかと思いました。TRF の小沢一

彦管理委員の挨拶、この小沢元理事は杉谷理事エレクトを有らしめ

た方です。田中氏を RI会長への道を拓いたのも小沢氏とのこと。松

宮 RI理事・北 RI理事の挨拶の後、第 42 回ロータリー研究会 12/1

～4 出席の説明とロータリー日本財団について。公益財団法人で R

財団への日本からの寄付は日本財団を通じて行われます。次に

2013 ロータリー世界平和フォーラム広島について田中作次直前会

長がなされたことで歴史に残る催しでした。続いてロータリー日本

100 年史発刊についての説明。最後のガバナーエレクト自己紹介

の前に今年 10/19 と 20に 12回目の日韓親善会議が韓国ソウルで

行われます。多数のご参加をとの事でした。例年 7/1 のこの会議は

直前ガバナーへの慰労の心を込めたものであり、今日からのガバナ

ーの方々の激励の意味の会議で、多くのパストガバナーに祝福さ

れての出発式でもあります。次に7/2ロータリー財団地域セミナーに

ついて、財団管理委員小沢一彦元理事のお話で、直近 15 年間の

運営はリーマンショックを含めて 6.5%の高率でした。財団運営委員

長は元 RI 会長が行います。政府のやらない事・やれない事を財団

は行っています。RI 会長エレクトには台湾から選出されました台北

RCの方です。台湾の人口は 2300万人でロータリアンは 23000名で

す。北理事は財団 100 周年のお話をされました。ロータリー財団は

1917年アメリカジョージア州アトランタで開催された国際大会におい

て RI 会長のアーチ C クランフが「全世界的な規模で慈善教育その

他社会奉仕の分野でよりよいことをする為に基金を創ろう」と提案し

たことに始まります。長くなりますので、財団については次回お話さ

せて頂きます。「未来の夢計画」や地区補助金の新設で熊本南 RC

のやってきたことは殆ど地区補助金の申請で可能になります。もっと

勉強してまた報告させて頂きたいと思います。 

 


