
 
 

 

 

 

 

2014年熊本市域 RC新春合同例会 堀川貴史実行委員長。よろしくお願いいたします。 

ークラブにございます。更にその中心はロータリアンでござ

います。ロータリアンとは奉仕の心を実践する人、自己研鑽

する人です。ロータリアン一人ひとりがお互いに積極的に

関わり合いながら、心の中に善意を呼び起こし、奉仕の理

想を高揚させていかなければなりません。これからも、2014

年の熊本市域 RC 新春合同例会をはじめ、地区大会など

数多くの行事がございます。ガバナーノミニーを輩出したク

ラブとして、四つのテストに言行を照らし、倦むことなく実践

していただくことを希望します。 

四つのテスト   言行はこれに照らしてから 

1、真実かどうか 

2、みんなに公平か 

3、好意と友情を深めるか 

4、みんなのためになるかどうか 

 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1.第 2720地区ＲＡＣより「ロータリー家族清掃活動の

お知らせとご案内」が届いております。参加希望の

方は 11/22（金）までに事務局 東までお知らせくだ

さい。 

会長報告（野口泰則君） 

歴代会長会にて、これからの組織運営について更なる

指導力を発揮することが望ましいとのご指導をいただきまし

た。理由は 2 年後となる野田ガバナー年度にございます。

野田ガバナーノミニーは、2 年後にガバナーとなられます。

その年度には熊本南ロータリークラブが主催する地区大会

などの行事も数多くございます。その時のため、野田ガバ

ナー年度を成功させるためにも、熊本南ロータリークラブ会

員が一致団結を為る組織運営に着手してまいりたいと考え

ております。 

平成 25 年 11 月 16 日（土）熊本学園大学において職業

奉仕のセミナーが行なわれました。セミナーのなかで論語

を中心とした儒教的規範となる精神的な柱が現在の日本

に必要なのではないか？という話がございました。論語の

時代と現代では社会環境が大きく変容しておりますが、人

間の考えることは何千年経ってもかわっていないと思いま

す。論語が蔑ろにされる風潮の現代を観照する上でも、こ

の度の職業奉仕セミナーは、たいへん有意義でございまし

た。さて、平和な世界の実現へ世のため人のために行動

し、善意と友情を芽生えさせ育みより良い社会づくりに貢献

するのがロータリー活動です。その活動の中心はロータリ

ー 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 あんべ光俊様 

         

  

        

  
 

１１/２６ 第 1回熊本第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM準備

会議＠ホテルニュースカイ 

１２/１ ゴルフコンペ＠くまもと中央カント

リー 

１２/２ 年次総会・年忘れ家族会 

      ＠ホテル日航熊本 

 

 

第１４回例会記録(通算第 2582回)  

平成 25（2013）年１１月１８日 

 

斉唱 国家 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 

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（坂本幸樹君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６０名 ４２名 76.36％ ８５．４５％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

11/18定例理事会報告 

・会長ノミニーの選出について 

後藤 博会員を会長ノミニーに推挙することが承認されまし

た。 

・定款の変更について 

 第４条「綱領」を「目的」に変更することが承認されました。 

・2014.1.6例会変更について 

2014.1.8熊本市域ＲＣ新春合同例会を例会とすることが承

認されました。 

・ロータリー歴５０年会員への感謝状贈呈について 

吉本栄一会員・杉田辰彦会員へ12/2家族会にて感謝状の

贈呈を行うことが承認されました。 

・水球大会支援について 

 熊本南 RC新世代奉仕委員会の事業とすることが承認され

ました。 

・新入会員について 

 北口誠様の入会が承認されました。 

・熊本南 RCたすきの作製について 

 ６０本作製で承認されました。 

・野田三郎会員のガバナー就任に向けて 

 活動支援金として全会員より年１万円（就任までの２年間予

定）特別寄付を行うことが承認されました。 

 

 

例会変更のお知らせ 

○城東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[日  程] １１月２５日（月） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：３０～ 

[場  所] バル・バラッカ 

 

○平成ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １１月２７日（水） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] 未定 

[場  所] ニュースカイホテル 

 

 

 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] １１月２７日（水）１２：３０～ 

[変更後] １１月３０日（土）１９：００～ 

[場  所] くまもと森都心プラザ 

 

○りんどうＲＣ～昼例会に時間変更 

[日  程] １１月２８日（木） 

[変更前] １９：００～ 

[変更後] １３：００～ 

 

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間変更 

[日  程] １２月１０日（火） 

[変更前] １９：００～ 

[変更後] ７：００～ 

[場  所] 県総合運動公園 

 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[日  程] １２月１７日（火） 

[変更前] １２：３０～ 

[変更後] １８：００～ 

 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] １２月２４日（火） 

 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] １２月３１日（火） 

 

 

野田三郎ガバナーノミニー報告 

2年後のガバナー就任年度につきまして、第2720地区幹

事を堀川貴史会員にお願いしましたところ、こころよく承諾い

ただきましたのでご報告申し上げます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

新入会員自己紹介 2回目（西川尚希君） 

 

 

 

 

 

 10/22に入会いたしました、西川でございます。株式会社

キューネットはここ熊本にて創業し、おかげさまで42年経ちま

した。また7年前には東京にも進出しまして、今は熊本と東京

と行き来して仕事を行っておりますが、例会にはできる限り

出席し、ロータリー精神に則って頑張りたいと思っております。

今後ともご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 
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3回目（星野知之君） 

 

 

 

 

 

 10/22に入会しました星野でございます。朝日生命保険に

入社しまして25年目ですが、入社以来16年間東京で勤務し、

福岡に3年間、次に愛知に4年間おりまして、今回熊本に赴

任いたしました。生命保険を通じて社会貢献のほか、何か皆

様のお役にたつことができたらと思っております。人格を磨く

ためにもこの熊本南 RC で色々頑張りますので、今後ともご

指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（現王園敏伸君） 

 [ 誕生祝 ]           [ 結婚祝 ] 

山本博史君    １１．３  木村弘訓君    １１．９ 

松本嘉七君    １１．２４  渕田俊郎君    １１．１０ 

塩井泰明君    １１．３０  馬場大介君    １１．１５ 

               玉田光識君    １１．１５ 

                          坂本幸樹君   １１．２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 誕生祝 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 結婚祝 ] 

 

●職業奉仕委員会（井上雅文君） 

12/9今年度1回目の職場訪問についてお知らせいたしま

す。2コースご用意いただきました。 

Ａコース：福祉器具・住宅改修の説明 

Ｂコース：動作解析装置によるゴルフスイング解析 

参加される方はご希望のコースをご連絡ください。 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○藤見泰之君 

坂本幸樹副幹事の司会が本例会より始まりました。更なる

ご活躍を祈念いたしましてスマイルします。 

○寿崎 肇君 

10月アメリカと韓国に行きました。無事帰国できました。感

謝のスマイルをさせて頂きます。また、台北大同扶輪社の

方々の来熊時は東京出張で参加できず、残念でした。 

○渡邉秀章君 

  本日ここホテル日航熊本において「お客様に感謝する夕

べ」を開かせていただきます。今年は600名を超えるお客

様にお越しいただく予定です。熊本南 RC からも多くの方

にお越しいただきます。午後の天気が心配ですが、17：30

開場です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○現王園敏伸君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

 

寿崎 肇パストガバナー報告 

10月にアメリカ小売業視察と韓国ソウルでの第12回韓日

親善会議に出席いたしました。アメリカ小売業視察は20名ほ

どで、小売業・メーカーさん・公認会計士の先生でした。なぜ

アメリカ小売業の勉強か、と問われます。アメリカはご存じの

とおり個人の自己責任を強く言う国です。一旗揚げるために

世界中から集まる国、アメリカ。ですから競争は極めて激しい。

生き残るために知恵と汗を絞り続けなければ生き残れない国。

見学する店が競争激甚の中で大繁盛しているのはなぜか、

そのやり方を日本に帰って真似できないか、色々見学した

結論は、ファミリー経営こそ競争に勝ち残れるやり方と学ん

できました。年商50兆円のウォルマートが大きくなりすぎてま

だ潰れません。未だに2ケタも伸び続けています。あのスケ

ールでファミリー経営をやっているようにお見受けします。ウ

ォルマートの生い立ちは人口3000～5000人の田舎町に出

店し続けてきました。アメリカの面積は日本の25倍。その田

舎に住んでいる人達は週1回2時間ほどかけて町に買い物

に行きます。ウォルマートはその流出を食い止める、つまり田

舎の需要を余さず取りきる。そのために客の要望や困ったこ

とを聞き出して応える。客との対話も十分。都会では売上を

上げるための努力ですが、ウォルマートは買い物を地元でし

ていただき流出を防ぐための対策をやり続けた。地元での生

活を賄うために店の大きさは3000人の町に対し、3000坪で

す。小さい商店はお客集めをしてくれるウォルマートの近くに

店を出して繁盛しています。社員をアソシエイトと呼びます。

共同経営の感じです。株主総会の話を聞いても社員株主が

8割のため2万人中1万6千人社員株主で、総会終了後社員

たちが集まり「ウォルマートは私のもの」と皆さんで気勢を上

げるそうです。社員を経営者感覚に育てたことも大きな勝因

でしょうか。 
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第12回韓日親善会議についてご報告いたします。同じ10

月に韓国ソウルで行われました。日韓ともにRIで著名な方に

韓国の元国務総理 李漢東氏、元国会議長 金守漢氏、朝

日新聞で主筆をされた 若宮啓之氏。開会とお話をされた元

RI 理事で蔡韓日親善委員長は日韓親善会議が発足して31

年、今までの11回で両国のロータリアンの善意と友情がより

厚く、お互いに親しい友達になりました。我々ロータリアンは

国境を越えて世界の国々で友達を作る特技があります。日

本と韓国は親しい形で姉妹血縁を結び、親善活動・奉仕活

動を実行しています。徳川時代の200年以上前12回に亘り

「朝鮮通信使」という大規模な使節団によって文化交流や親

善を伴ったことで世界に類のない友好親善の平和時代を実

現していました。日韓親善委員長 今井鎮雄元 RI 理事のお

話は1981年～1982年の RI会長 スタンレーEマキャフリー会

長が「ロータリーを通じて世界理解と平和を」を呼びかけてす

でに30年がたちました。具体的に世界中には国と国とが近く

にありながら、必ずしも親しみや温かさを持っていない国が

ある。そこにロータリーの橋を架けようと呼びかけました。この

言葉の中、私たちの反省があることを悟った韓国・日本のロ

ータリアンは RI 会長の意思を尊重し、2つの国がロータリー

の願う平和と友情の道を歩むようにと親善会議を開くようにい

たしました。1982年第1回韓日親善会議を韓国ソウルで開催、

日本の細谷実行委員長は「良き隣人関係を作り上げよう」と

私たちの願いのこもったスピーチをされました。その後皆さん

の希望もあり、韓日親善会議を2年に1度交替で開くことにな

りました。来賓としての田中作次直前RI会長のお話。会員増

強は韓国に学ぶべしと。真のロータリアンになれる人に入会

してもらい、十分教育をして下さい。と奉仕と平和について、

ご自身の八潮 RC入会が人生の転機のお話など、RI会長の

昨年度のお話と同じような内容でロータリーの教えを人生の

教えにとも受け取れました。千玄室大宗匠（第15代裏千家大

宗匠）はユネスコ親善大使の任務で日程の調整がつかず、

欠席のメッセージは「今から40年前、私がガバナーの時、同

期で韓国の呉 在環氏とバカラトンで共に学び後々仲良くな

り、お互いが韓日親善会議の委員長となり韓日親善会議が

始まった」というものでした。お話をいただいた方々は、思わ

しくない今の日韓関係をロータリアン一人一人の力で国民の

意思まで高めていこうという意気込みのお話ばかりでした。

元朝日新聞主筆の若宮氏の未来の韓日親善について、ご

自身の記者時代のお話を交え、両国の親善の大切さをお話

しなさいました。RI 理事の松宮剛氏のお話は、元寇 和寇の

お話、李芸の最初の朝鮮通信使のお話など、歴史のお話を

楽しく聞かせていただきました。李漢東氏のお話も金守漢氏

のお話も日本に大変好意的なお話でした。2日間、日本と韓

国の方々のお話を聞きましたが、中国のことわざ「遠好近攻」

をみなさんご存知です。ですから仲良くすべきでないという

考えもあるのかな、など考えさせられると同時に、ロータリー

の思想でもありますことで、昔どちらかの卓話の中で聞いた

言葉「小さきローソクよ、燃え尽くすまで燃え尽くせ、世の灯り

となるまで」。この心で韓国とも付き合うべきなのかなど考えさ

せられました。 

 

 

熊本市域ＲＣ新春合同例会実行委員会 

（堀川貴史君） 

 

 

 

 

 

テーマ： 「お・も・て・な・し」 

目的： 

①会員全員がおもてなしの心を最大限に発揮し、来ていた

だいた参加者の方々に心から喜んでいただき、2014年が

参加者にとって、幸せな1年となることを願う。 

②あらためて、RCに在籍する誇り、モチベーションの向上 

③熊本南 RC 会員相互の親睦をより強固なものとし、クラブ

全体の奉仕活動強化につなげる。 

④当クラブのみならず、熊本市域 RC 全体の親睦をより強固

なものとし、RC全体の奉仕活動強化につなげる。 

⑤熊本南 RC 会員全員が一致団結して事業を行うことにより、

当クラブに対する信頼を勝ち取り、来るべき野田ガバナー

年度に向けての、熊本市域 RC の協力体制を構築する第

一歩とする。 

 

 

【例会予定】 

12月 2日（月）  年次総会・年忘れ家族会 

12月 9日（月）  新入会員卓話 岩野衆次 

12月 16日（月） 会員卓話 星野誠之君 

 

 

【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：１２月２日（月）１８：３０～ 

場所：ホテル日航熊本 

内容：熊本南 RC家族会参加 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日） 

日時：１２月４日（水）１６：００～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：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。 


