第４回例会記録(通算第 2572 回)
平成 25（2013）年７月２９日

第 29 回（2013-14 年度） IAC 年次大会（7/27-28）出席、お疲れさまでした！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」
来訪者紹介
大津高等学校 飯田 裕様

1.今日の歌
2.来訪者紹介

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

3.会長･幹事・各委員会報告
4.会員卓話 後藤 博会員

＠オーデン
９/９ 創立 55 周年記念例会
＠ホテル日航熊本

西 照彦様
（株）野田市電子 斎藤博幸様

方向で検討していきますので、皆様どうぞ宜しくお願
会長報告（野口泰則君）
こんにちは。本例会も宜しくお願いします。先週は

いします。もうひとつは、他の地区では行なわれてお
らず、第 2720 地区のみ行なわれているサインメーキャ

「夫人の会」がございました。あるご夫人より例会終

ップについてです。例会への出席は義務です。しかし、

了後に採点をしていただいたのですが、80 点でした。

問題視されているのは出席率を上げるための非常手段

この 80 点が合格ラインなのかは分かりませんが、堀川

としてつくられたサインメーキャップが、時代の流れ

副会長からは「甘い採点」と言われ、私も同様に思い

とともに本来あるべきものと違う使われ方になってい

ます。更に楽しく活気に満ちた魅力ある例会にして参

ることです。この件については、次回の市域会長幹事

りたいと思います。本日の例会へは熊本県立大津高等

会で審議することになっています。

学校より教頭の飯田 裕様、学年主任の西 照彦様、株

また、台湾の姉妹クラブ 台北大同扶輪社より来熊され

式会社野田市電子からは総務課主任の斎藤博幸様にご

る 3 名の短期交換留学生につきまして、坂本 研一会

来訪いただきました。そして、本日の卓話は野田三郎

員・馬場 大介会員・丸山 浩之会員が受け入れてくだ

パスト会長より「ロータリーの魅力について」お話し

さいました。ご協力いただき深く感謝申し上げます。

ていただきます。様々な経験からの貴重な話が拝聴で

ありがとうございます。

きると私も楽しみにしております。
第 1 回市域会長幹事会より 2 件報告がございます。
先ずはガバナーノミニー選出について議題が上がりま

幹事報告（今村浩昭君）

した。熊本南ロータリークラブから選出していただき

1.本日お見え頂きました、大津高等学校様より文集を

たいとのお願いがございました。これからお受けする

頂いております。

2.熊本市国際交流会館より8月催物御案内が届いておりま

○西南ＲＣ～定款に基づき休会

す。

[日

程] ８月１５日（木）１２：３０～

3.１０/７例会が変更になります。詳細は決まり次第お知らせ
致します。

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会
[日

○中央ＲＣ～定款に基づき休会

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

３４名

61.82％

87.27％

[日

名誉会員

6名

程] ８月１６日（金）１２：３０～

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日

出席規定適用免除者

程] ８月１５日（木）１３：００～

程] ８月２０日（火）１８：００～

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）
大津高等学校 教頭ご挨拶（飯田

裕様）

例会変更のお知らせ
○水前寺公園ＲＣ～観劇会の為時間場所変更
[日

程] ８月７日（木）

[変更前] １２：３０～
[変更後] １８：３０～
[場

所] 県立劇場
大津高等学校

○西ＲＣ～定款に基づき休会
[日

様・台北大同扶輪社様には修学旅行や台北でのホームス

程] ８月１３日（火）１２：３０～

テイ等で2年間大変お世話になりました。今後しばらく
はホームステイを行わない予定ですが、これまでのお礼

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日

とお詫びで今回お邪魔させて頂きました。また、台湾修

程] ８月１３日（火）１２：３０～

学旅行文集をお持ちしましたので、皆様でご覧いただけ
れば幸いです。ありがとうございました。

○平成ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１４日（水）１２：３０～
新入会員紹介

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

教頭の飯田でございます。熊本南 RC

・２回目 （鬼塚貴志君）

程] ８月１４日（水）１２：３０～

○水前寺ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１４日（水）１２：３０～

○江南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１４日（水）１２：３０～

○東南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

こんにちは。自己紹介2回目の鬼塚です。前回は緊張

程] ８月１４日（水）１２：３０～

のあまり何の自己紹介もしておりませんでした。私は京
都生まれで、会社は（有）サン技研と申します。防水業

○北ＲＣ～定款に基づき休会
[日

です。野球だけが取柄で、高校卒業後住友金属和歌山に

程] ８月１５日（木）１８：３０～

入社しました。しかし野球部が廃部となり、NTT 熊本へ
転職、その後野球部を辞め、現在に至っております。
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委員会報告

り、大変助かりました。それなのに私は出張のためお話が

●インターアクト委員会（藤見泰之君）

聞けません。申し訳ございません。心からの感謝とお詫び
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のスマイルです。

29 回インターアクト年次大会が、7 月 27・28 日の 2
日間、有明高校体育館とホテルブランカを会場として

○寿崎肇君

開催されました。ホスト校は有明高校、ホスト提唱ク

第２９回インターアクト年次大会に出席して参りました。藤

ラブは荒尾ロータリークラブの皆様で 1 年を越える月

見委員長がスケジュールの先導役となり、大変助かりまし

日にわたり精励され、インターアクト生 171 名、イン

た。塩井会員は世間話の名人、勉強になりました。堀川地

ターアクトクラブ顧問 25 名、ロータリアン 99 名の

区青少年委員長には往復の車の中や、会議中などでロ

参加総数 295 名となる有意義な大会となりました。

ータリーのご高説を拝聴。パストガバナーの私として大変

「前進〜その一歩で笑顔の輪を広げよう〜」の大会テ

勉強になりました。今後共にご指導をお願い申し上げたい

ーマ通り、インターアクト生の皆様も多くの人との出

お方だと思いました。ありがとうございました。大畑先生の

会いや、積極的な交流から生まれる信頼の輪とともに、

「２１世紀は悪戦苦闘能力を身につけよ」とのお話。安田

これからのインターアクトクラブの活動ひいては自

先生は孫文と荒尾の宮崎滔天のお話もインターアクト生に

分自身の未来へと繋がってゆく 2 日間になったことと

は大変勉強になったようです。私も激励され、感動致しま

思います。私自身も本年度の委員長を仰せ付かりなが

した。

ら、未熟さ故に不安のあるままスタートをきっており
ました。しかし、熊本南ロータリークラブよりご参加

○三角雄介君

いただいた寿崎 肇パストガバナー、堀川 貴史青少年

本日１４：３０より、いとこの歯医者で親不知を抜いてきます。

奉仕部門長、塩井 泰明会員との交流の中から、本大

初めての事で恐いのですが強がりのスマイルをします。

会中、多くのことを学び知ることができました。大変
ありがたく貴重な経験をさせていただき、心より厚く
御礼申しあげます。この経験がインターアクト委員会

●会員卓話（野口泰則君）

活動の原動力となることへ感謝するとともに、ご期待

「ロータリークラブの魅力について」

に応えるよう益々精進いたします。これからもインタ
ーアクト委員会をどうぞ宜しくお願いいたします。

●姉妹クラブ委員会（山本 円君）
8/3～8青少年交換留学生の歓迎会を行いますので、是
非ご参加ください。
18:30～ 松葉にて
野田三郎パスト会長
●スマイルボックス（三角雄介君）
○野口泰則君・堀川貴史君
大津高等学校の飯田先生・西先生のご来訪を心より歓迎
し、スマイル致します。
○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・藤見泰之君・
三角雄介君・山内昭徳君・稲留穂君・古財良一君
本日、野田会員の卓話を楽しみにしています。これぞロー
タリー・これが CLP・これこそロータリアン。熊本南ロータリ
ークラブの至宝が今日登場です。BIG スマイル。
○渡邉秀章君
本日の卓話を野田パスト会長に急遽お願いしたところ、当
初より１ヶ月も早い日程にもかかわらず快く引き受けて下さ
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【例会予定】
8/12 定款に基づき休会
8/19 会員卓話 濱田定勝会員
8/26 未定

【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：8 月 15 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）
夏休みの為日時未定
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。
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