第１１回例会記録(通算第 2579 回)
平成 25（2013）年１０月２１日
米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君、ルワンダについての卓話ありがとうございました。

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
熊本西ＲＣ

米山奨学生

德田竜之介様

片山浩輔様

村上陸奥雄様

大矢野種康様

本田一夫様

福島和家様

出田晴彦様

平江和子様

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 井上雅文君

ンダギジマナ・ジャスティン君

１１/５ 台北大同扶輪社歓迎会
＠新茶家
１１/１１ ガバナー公式訪問（熊本南・
熊本西稜 RC 合同例会）
＠ホテル日航熊本
１１/１６ 職業奉仕セミナー
＠熊本学園大学

ロータリーの目的（旧「ロータリーの綱領」）
ロータリーの目的は、意識ある事業の基盤として奉仕の理念
を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を
奨励することにある。

会長報告（野口泰則君）

第 1

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

本例会ではお二方の新入会員がいらっしゃいます。その入

と。

会時でのインフォメーションでも申し上げましたが、我々ロ

第 2

ータリアンには守るべき三つの義務がございます。先ずは、

値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリア

例会出席。次に「ロータリーの友」を熟読すること。そして、

ン各自の職業を高潔なものにすること。

会費の納入でございます。さらにロータリアンとして、もう

第 3

ひとつ大事なことがございます。それは「ロータリーの目的」

よび社会生活において日々、奉仕の理念を実践すること。

の実践です。ロータリー活動（の意義）を説く解はここにご

第 4

ざいます。「ロータリーの目的」を果たすため定款に則って

を通じて、国際理解・親善・平和を推進すること。

活動することを日々の行ないとし、ロータリアンの意識を持

付記

って常に何事にも一生懸命に尽くすものであるべきだと考え

意味を持ち、また同時に行動を起こさなければならないもの

ております。ロータリークラブとは、そのような人をつくる

であるということで、RI 理事会の意見が一致している。

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価

ロータリアン一人ひとりが、個人として、また事業お
奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク
「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な

ところだと思います。この度の「ロータリーの目的」を記す
掲示板は、渕田パスト会長に作製していただき、本例会より

幹事報告（今村浩昭君）

掲げさせていただきました。ありがとうございました。以下

1.ガバナー事務所及び熊本西ＲＣより、熊本第 4 分区ガバナ

に「ロータリーの目的」を記します。

ー補佐交代のお知らせが届いております。

2.ガバナー事務所より職業奉仕セミナー開催のお知らせが届
いております。参加希望の方は事務局

○熊本北ＲＣ～定款に基づき休会

東までお知らせくだ

[日

さい。

程] １０月３１日（木）

○熊本西南ＲＣ～定款に基づき休会

3.次回（10 月 28 日）例会は会場都合により「天草Ｄ（通常会

[日

程] １０月３１日（木）

場の奥）にて行います。お間違いのないよう、お願いいたし

○熊本中央ＲＣ～職場訪問のため場所変更

ます。

[日

程] １１月１日（金）

[場

所] 愛光社

○熊本西稜ＲＣ～合同例会のため時間変更

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

６０名

３９名

67.24％

８７．２７％

[日

程] １１月１１日（月）

[変更前] １８：３０～
[変更後] １２：３０～
○熊本中央ＲＣ～合同例会のため日程変更

出席規定適用免除者
名誉会員

6名

欠席記録免除者 0名

[変更前] １１月１５日（金）
[変更後] １１月１９日（火）

０名（会員数には含まれません）

○熊本菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更
[変更前] １１月２０日（水）

10/21 定例理事会報告

[変更後] １１月１７日（日）

・長期欠席者について

[場

藤井宏樹会員・丸田秀一会員の出席免除が承認されました。
・11/11ガバナー公式訪問について

[変更前] １１月２１日（木）

熊本西稜 RC との合同例会とすることで承認されました。

[変更後] １１月１９日（火）

・1/8熊本市域ＲＣ新春合同例会について
実行委員会の立ち上げ→詳細については次回例会の議題とす

熊本第4分区ガバナー補佐ご挨拶（村山陸奥雄様）

る。

こんにちは。11 年ぶりとなる

・タイプロジェクトにおける「メコン寮」への寄付について

ガバナー補佐を仰せつかりまし

11月に20万円寄付（世界社会奉仕）で承認されました。

た村山陸奥雄と申します。どう
ぞ宜しくお願いします。先達て

例会変更のお知らせ

浜島ガバナー補佐が病気になら

○熊本東ＲＣ～親睦会のため時間変更
[日

れました。ガバナー補佐の職を成し遂げたいとの強い思いをい

程] １０月２９日（火）

ただきましたが、現在の容態では重責なる職を全うすることが

[変更前] １２：３０～

難しいと判断され、浜島ガバナー補佐に代わりまして急遽、私

[変更後] １９：００～

が引き継ぐことと相成りました。熊本西ロータリークラブに所

○熊本05福祉ＲＣ～合同例会のため日程場所変更
[日

属しておりますが、親クラブの熊本南ロータリークラブ会員の

程] １０月２９日（火）１２：３０～

皆様から友情の支えをいただき、いただく情を心へと受け止め

[変更前] １２：３０～

て、これから精一杯つとめてまいりたいと思っております。こ

[変更後] １７：００～
[場

らからも御協力どうぞ宜しくお願いいたします。

所] 笹乃家

○熊本りんどうＲＣ～合同例会のため日程場所変更
[日

熊本西ＲＣ会長ご挨拶（德田竜之介様）

程] １０月２９日（火）１２：３０～

こんにちは。本年度、熊本西

[変更前] １３：００～

ロータリークラブの会長を仰せ

[変更後] １７：００～
[場

つかりました徳田竜之介と申し

所] 笹乃家

ます。宜しくお願いいたします。

○熊本西ＲＣ～定款に基づき休会
[日

先日（9/24）当クラブの例会へ

程] １０月２９日（火）

「メイクフレンズの会」として

○熊本平成ＲＣ～定款に基づき休会
[日

野口会長をはじめ、多くの熊本南ロータリークラブ会員の皆様

程] １０月３０日（水）

に訪問していただきました。ありがとうございました。その日

○熊本東南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

所] KKWING

○熊本西南ＲＣ～合同例会のため日程変更

の例会では、熊本西ロータリークラブ会員一同大変感激いたし

程] １０月３０日（水）

2

ましたし、熊本南ロータリアンの活動を受けまして、とても心

第5回熊本中央ＲＣチャリティーコンペのご案内

強く感じました。これからはクラブ間での交流を等閑にせず、

10/25（金）7:45～チサンカントリークラブ御船にて

ロータリークラブとしてロータリアンとしての在り方を益々
大切にしてまいりたいと思っています。今後共なにか御協力で

●米山奨学会委員会（田邉信一君）

きるのでしたら是非お声を掛けてください。子クラブとして、

10月分奨学金が支給されました。

信頼を寄せる兄弟クラブとして、これからも友情を更に深め広

本日は米山卓話のため、米山ボックスをお願いいたします。

めながら、連帯と共にある深交をどうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

●社会奉仕委員会（園田修司君）
2014年2月16日第3回熊本城マラソンボランティアを募集し

新入会員自己紹介（1回目）

ます。ご案内を送付しますのでよろしくお願いいたします。
●スマイルボックス（三角雄介君）
○德田竜之介様（熊本西ＲＣ）

Ⅹ

本日はお邪魔致します。先日の野口会長のスマイルに倍返しし
ようと思いましたが、ここは謙虚に同額にしました。今後ともよろし
くお願いします。
氏名：西川尚希君

○大矢野種康様・本田一夫様・福島和家様・出田晴彦様

生年月日：昭和52年8月27日

平江和子様（熊本西ＲＣ）

勤務先：株式会社キューネット

先日、熊本南ＲＣ様のメイクフレンズの会のお返しに参りました。

趣味：ジョギング・サッカー・バレー

「倍返し」の 18 名でお邪魔したいところでしたが、物理的に不可

推薦者：田川憲生君・浅山弘康君

能ですのでご了承くださいませ。会員総数 50％参加しました。
○片山浩輔様（熊本西ＲＣ）
本日は親クラブである熊本南ＲＣの例会に出席でき、感激してお
ります。貴クラブの素晴らしい例会を勉強できたので、これを参
考に熊本西ＲＣの例会も充実させる所存でございます。よろしく
ご指導のほどお願い申し上げます。
○野口泰則君

Ⅱ

熊本西ＲＣの皆様のご来訪を心より歓迎いたします。一緒に楽し
氏名：星野知之君

くロータリー活動ができることを祈っています。ガバナー補佐交

生年月日：昭和42年1月6日

代も大変でしょうが頑張ってください。協力します。そしてジャス

勤務先：朝日生命保険相互会社

ティン君の卓話も楽しみです。

趣味：ゴルフ・ドライブ・読書
推薦者：杉田辰彦君・後藤

○永井富士雄君

博君

熊本西ＲＣの皆様を歓迎いたします。9/24 メイクフレンズの会で
は大変歓迎頂き感謝します。本日はゆっくりお楽しみください。

委員会報告

○高宮 宏君・浅山弘康君・久峨章義君・渕田俊郎君

●親睦委員会（塩井泰明君）
[ 誕生祝 ]

熊本西ＲＣの村山様、ガバナー補佐のピンチヒッターとのこと、お
[ 結婚祝 ]
丸田秀一君

疲れ様です。健康第一にお努め下さい。また、熊本西ＲＣの方々

野口泰則君

10．5

10．5

ようこそいらっしゃいました。

藤木正幸君

10．8

鈴木勝志君

10．12

新入会員になられました、星野様・西川様、心より歓迎しスマイル

永井富士雄君

10．27

いたします。ロータリーライフが楽しくなりますようお祈りします。

○野口泰則君・今村浩昭君・藤見泰之君・坂本幸樹君

○田川憲生君
新入会員の星野さん・西川さんの入会を歓迎します。共にがん
ばりましょう。また、ジャスティン君の卓話楽しみにしています。
○丸山浩之君・杉田辰彦君・久峨章義君・浅山弘康君・稲留 穂君
渕田俊郎君・後藤 博君・漆島典和君・山内昭徳君・玉田光識君
坂本研一君・現王園敏伸君
星野さん・西川さんのご入会を心より歓迎いたします。
[ 誕生祝 ]
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○田邉信一君
今日は米山奨学生としてのジャスティン君の 3 回目の卓話です。
よろしくお願いします。先日卓話で、あるＲＣを訪問したところ、
10 名未満の例会でしたがロータリーの原点を見たような気がしま
した。
○野田三郎君
先日全国健康保険協会の本部運営委員に厚生労働大臣より任
命されました。協会けんぽは健康保険証を発行する機関でもあ
りまして、加入者数 3500 万人、年間収入が 8 兆円となっておりま
す。この運営委員はこれからの高齢社会に向けて、協会けんぽ
をどのように運営していくか意見を述べる役割です。この役割を
通してこれからの社会づくりに役に立てるよう努力してまいりたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○現王園敏伸君

Ⅱ

業務がたてこみスケジュールが合わず久しぶりの例会出席となり
ました。欠席が続く中、体調をご心配いただき、ご連絡を頂戴し
た皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げるとともに、ロータリー
の友情に感謝してスマイルいたします。
○木村弘訓君
本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

●米山奨学生卓話（渡邉秀章君）
「母国ルワンダについて」

ンダギジマナ・ジャスティン君

【例会予定】
11 月 4 日（月） 祝日のため休会
11 月 11 日（月） ガバナー公式訪問（合同例会）
11 月 18 日（月） 新入会員卓話（岩野衆次君）
11 月 25 日（月） 未定
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