第８回例会記録(通算第 2576 回)
平成 25（2013）年９月２日
9/2 臨時総会に於いて、野田三郎会員のガバナーノミニー推薦が決定いたしました。

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

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
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９/３０ 観月会例会＠ホテル日航熊本

4.創立 55 周年記念例会

１０/１２－１３ RAC 年次大会＠人吉
１０/１９－２０ 第１２回日韓親善会議
＠ソウル

米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君

を迎えております。当熊本南ロータリークラブにおきまして
会長報告（野口泰則君）

もガバナーノミニー選出は大変名誉なことであります。もち

こんにちは。9 月を迎え一回目となる 9 月 2 日の本例会

ろん野田三郎パスト会長はガバナー（エレクト・ノミニー）の

です。昨日の日付となりますが「9 月 1 日」は熊本南ロータリ

職務を遂行できる能力をお持ちでございます。さて、野田

ークラブ創立記念日でございます。昭和 33 年の創立より本

三郎パスト会長がおっしゃるには熊本南ロータリークラブ会

年度にて満 55 歳となりました。その記念すべき日を迎えた

員の皆様の総意の上でしたら「引き受けるお気持ちがある」

本例会を野田三郎パスト会長ガバナーノミニーへ選出する

との事でした。そのような過程を経てこの度の臨時総会を

賛同を得るための臨時総会例会とさせていただきました。ノ

開いております。野田三郎パスト会長をガバナーノミニーへ

ミニー、エレクトを経て 2 年後には地区の最高責任者のガ

推薦していただけますのなら会員の皆様、拍手にてお応え

バナーとなるガバナーノミニー。RI の直轄となる唯一の役

いただきたいと思います。この熊本南ロータリークラブ会員

員となるガバナーは非常に重責な役職をもっており、主と

の皆様の大きな拍手をもって、野田三郎パスト会長のガバ

なる任務は第 2720 地区にある 75 クラブを指導し強化にあ

ナーノミニー推薦の承認を得たものとさせていただきます。

たってゆくものでございます。本来なら順番として熊本ロー

野田三郎パスト会長には後程ご挨拶をお願い致します。

タリークラブから選出されるものと思っていたのですが、協
議の上、熊本南ロータリークラブから選出する事と相成りま
して、この度の野田三郎パスト会長ガバナーノミニー推薦

幹事報告（今村浩昭君）

への臨時総会となっております。話は少し戻りまして当クラ

1. 本日は臨時総会例会を行います。

ブより選出が決定した後、歴代会長会を開きまして歴代会

2. 次回 9/9 例会は創立 55 周年記念例会のため昼例会は

長の皆様との審議の結果、野田三郎パスト会長をガバナー

ございません。ご注意下さい。

ノミニーとして選出する意向をいただきました。その翌週に

3. 9/16 と 9/23 例会は祝日にため休会です。

開いた臨時理事会でも満場一致にて承認されまして、本日

4. 9 月の「ロータリーの友」はお休みとさせて頂きます。

委員会報告

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

４１名

73.21％

８５．７１％

出席規定適用免除者
名誉会員

6名

●出席委員会（永井富士雄君）

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

・2012-13 年度ホーム 100%出席表彰
井上雅文君

臨時総会報告（野口泰則君）
野田三郎会員のガバナーノミニー推薦が決定いたしました。

・2012-13 年度メーキャップ 100%出席表彰
渕田俊郎君
古財良一君
藤見泰之君
三角雄介君
後藤 博君
永井富士雄君
現王園敏伸君
野口泰則君
今村浩昭君
坂本幸樹君
久峨章義君
髙宮 宏君
喜讀宣友君
渡邉秀章君

2012-13年度会長報告（浅山弘康君）
2012-13年度の決算報告が行われました。

例会変更のお知らせ
○05福祉ＲＣ～運動公園清掃のため時間場所変更
[日

程] ９月１０日（火）

[変更前] １２：３０～

●R 情報委員会（漆島典和君）

[変更後] ６：３０～

ポール・ハリスの最初の論文より②

[場

所] 運動公園

シカゴ・クラブからも創立から2年3年と経つにつれて、親

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため場所変更

睦派と呼ばれる多数派と、ポール・ハリスを総師とする奉仕

[日

程] ９月１１日（水）１２：３０～

派とに分かれて争いが起こっていた。やがてシカゴ・クラブの

[場

所] 松永日本刀剣鍛錬所

管理権は親睦派のハリー・ラグルス、チャールズ・ニュートン、

○東ＲＣ～合同例会のため日程変更

ドクター・ネフの3人に握られ、ポールはシカゴ・クラブを追い

[日

程] ９月１７日（火）１２：３０～

出されんばかりの状況になっていた。その時に全米ロータリ

[変更後] ９月２０日（金）１２：３０～

ークラブ連合会、のちの国際ロータリーの構想を思いつくの

○水前寺公園ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

である。そのことについて、ポール・ハリスは晩年の著書で

[日

程] ９月１８日（水）１２：３０～

“My Road to Rotary（鈴木・竹山・若佐共訳）”の中でこう述

[変更後] ９月２０日（金）１２：３０～

べている。“私の統率力がもっと強く、計画が前もってしっか

[場

りと作り上げらていたならば、恐らく初めからシカゴ・ロータリ

所] ホテルキャッスル

○東南ＲＣ～合同例会のため日程変更

アン達の絶大な協力が得られたであろうし、着実に前進出来

[日

程] ９月１８日（水）１２：３０～

たであろうことは疑いない。ところが実際は、私のロータリー

[変更後] ９月２０日（金）１２：３０～

に対する考え方は少しずつ進んでおり、時にはほとんど革命

○北ＲＣ～合同例会のため日程変更

的といっていい程に変わったこともあった。以前は、私は楽し

[日

程] ９月１９日（木）１８：３０～

い親睦の原理のみを説いていた。私は自由な者の中でも最

[変更後] ９月２０日（金）１２：３０～

も自由であったし、楽しい者の中でも最も楽しかった。私の

○05福祉ＲＣ～合同例会のため時間変更

声は、歌うにも笑うにもいつも真っ先に立っていた。そして会

[日

員たちはそんな状態に満足していたのである。ところが今で

程] ９月２４日（火）

[変更前] １２：３０～

は事情が幾分違ってきている。このジレンマの中で古い会員

[変更後] １７：４５～

の意識を再び変えるよりも、新しく進歩的な考えを持った新

○りんどうＲＣ～夜例会のため場所変更

しいクラブを組織する方がずっと容易であるように私は思わ

[日

程] ９月２６日（木）１９：００～

れた”

[場

所] 未定
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○三角雄介君
先週の月曜日、無事に 1 本目の親不知を抜きました。今
日はもっと話をしたいのですが早退します。

●米山奨学会委員会（田邉信一君）
9月分の奨学金の交付が行われました。
●親睦委員会（井上雅文君）
[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

野田三郎君ご挨拶

田邉信一 君

９．１

三角雄介 君

９．６

堀川貴史 君

９．３

古財良一 君

９．１０

井上雅文 君

９．３

丸山浩之 君

９．１４

坂本幸樹 君

９．２７
[結婚祝]

こんにちは。先ほどはガバナーノミニーへの推薦を表
す皆様の大きな拍手をいただき、誠にありがとうござい
ます。私自身の力不足でもございまして、熊本南ロータ
リークラブの会員の皆様からのご支援、ご協力を沢山い
ただかないと多分に職務を熟していけないのではない
かと思っております。このお話をお受けしたときは、私
一人でできる職務では決してございませんし、クラブの

[誕生祝]

皆様へご負担ご迷惑をお掛けすることになるかもしれ
ない想いを胸中にしてたいへん心苦しく感じておりま
した。しかし、皆様からご推薦をいただいた以上は精一
杯ガバナーノミニーとしての役割を全うして参りたい
と思っております。ガバナーの役割に関しましてはノミ
ニー、エレクト、ガバナーと歩みを進めてゆく中で勉強
させて頂きながら、当クラブから推薦されたガバナーノ
ミニーであることを誇りとして、熊本南ロータリークラ
ブの為にも頑張って参りたいと思っています。しかし、
・ゴルフ愛好会では、10/25（金）に行われる熊本中央 RC

まだ決定ではございません。ガバナーノミニーは地区の

主催の第5回熊本中央 RC チャリティーゴルフコンペに参

諮問委員会にて決定される事だと思います。まだ申請の

加したいと思っております。多くのご参加をお待ちしており

途中ですが、本日会員の皆様からガバナーノミニー推薦

ます。

への大きな拍手をいただきました事に対しまして、心よ
り厚く感謝申し上げたいと思います。熊本南ロータリー
クラブ会員の皆様、ありがとうございました。

●会員維持増強委員会（後藤 博君）
今回より各テーブルに「紹介者リスト」用紙を配布しており
ます。ご紹介したい方がございましたらよろしくお願い致し

副会長ご挨拶（堀川貴史君）
「ガバナーノミニー推薦にあたり」

ます。
●スマイルボックス（三角雄介君）
○寿崎肇君
熊本南 RC からガバナーが出ます。大変おめでとうござい
ます。野田パスト会長、健康に充分ご留意の上、RI 第
2720地区を活性して下さい。ご経験を活かしてご自身の
思ったとおりにやって下さい。おめでとうございます。
○田邉信一君
来週は創立55周年記念例会となっておりますが、昨日9
月1日はクラブの創立日であり、私の誕生日でもありました
ので、1日遅れてスマイルします。
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