
 
 

 

 

 

 

2014 年  熊本市域 RC 新春合同例会＠ホテル日航熊本  

クラブ名 参加人数 会長名 

熊本 56 井上勝己 

熊本南 48 野口泰則 

熊本東 23 遠山慈水 

熊本江南 37 村 蒸治 

熊本西南 29 岸川健太郎 

熊本北 13 荒木健司 

熊本東南 19 中 哲 

熊本西 12 德田竜之介 

熊本菊南 11 今井一洋 

熊本城東 21 森永博臣 

熊本中央 27 田尻晋哉 

熊本グリーン 17 山下隆生 

熊本平成 17 那須浩一 

熊本西稜 17 藤本佳旦 

熊本水前寺公園 13 菅みどり 

熊本'05 福祉 11 （会長代理）村木忠嗣 

熊本りんどう 9 住永栄一郎 

合計 380 17 

 

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・委員会報告 

4.会員卓話 鬼塚貴志君 

       

         

  

        

  
 

１/２５ 地区補助金管理セミナー 

      ＠アスパル富合 

１/２６ 第４回日台ロータリー親善会議 

      ＠台北 

１/２８ 第３回 熊本市域 RC 会長・幹事

会＠火の国ハイツ 

 

 

第 19 回例会記録（通算第 2587 回）  

平成 26（2014）年１月８日 

   

2014 年 熊本市域ＲＣ新春合同例会 

期日/2014 年 1 月 8 日（水） 12：30～点鐘 

場所/ホテル日航熊本 5F 「阿蘇」 

 

例会（12：30～） 

 司会：熊本南 RC 副幹事 藤見泰之君 

 

1.開会・点鐘 熊本南 RC 会長 野口泰則君 

2.国歌斉唱 「君が代」 

3.ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 熊本南 RC ソングリーダー  漆島典和君 

4.ご来訪者及び参加クラブ紹介 

 熊本南 RC 会長 野口泰則君 

 

熊本県知事（蒲島郁夫様代理）副知事 小野泰輔様 

熊本市長              幸山政史様 

 

国際ロータリー第 2720 地区ガバナー   赤山武興様 

             （ご令嬢） 赤山聖子様 

パストガバナー    寿崎 肇様 

            山崎 勝様 

            本田光曠様 

熊本第三グループガバナー補佐     目黒純一様 

熊本第四グループガバナー補佐     村山陸奥雄様 

㈶熊本県ロータリー奨学会理事長   小野友道様 
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5.会長代表挨拶 熊本南 RC 会長 野口泰則君 

 

 

 

 

 

 

皆様、明けましておめでとうございます。2014 年熊

本市域ロータリークラブ新春合同例会のホスト、コホ

ストクラブを代表いたしまして、ひとことご挨拶を申

し上げます。本日は公私ともにご多忙の中、熊本県知

事蒲島郁夫様代理熊本県副知事小野泰輔様、熊本市長

幸山政史様、国際ロータリークラブ第 2720 地区ガバ

ナー赤山武興様そして、熊本市域の多くのロータリア

ンの皆様にご参集いただきまして、誠に有難うござい

ます。年末からの冷え込みもここ数年厳しいものがご

ざいましたが、年末年始の曜日並びに恵まれ、ゆっく

りとした中での新年をお迎えになられたことと拝察

し、心から年賀のお慶びを申し上げる次第でございま

す。昨年は、アベノミクス効果が話題になり、経済も

回復基調にあるやに見ておりますが、一方、外交問題、

国防問題、日中・日韓の近隣諸国の問題も解決の糸口

が見つからぬ状態が続いています。いずれにしまして

も日本のあるべき姿が世界も変えていくように思え

て仕方がありません。東日本大震災の大災害でも暴動

もなく略奪暴力もなく支えあった、助け合った日本人

がその侍精神を取り戻す時が来たように思うのです。

我々、ロータリアンは世界最大・最高・最強の奉仕団

体です。全世界１２２万人の会員を擁し、世界平和と

奉仕事業に力を注いでいます。第２７２０地区スロー

ガン「挑戦！未来の夢！」私達には、まだ眠れる力が

あります。秘める潜在能力があります。日本も私達も

繁栄する力を持っています。もし、皆様が世界中の

人々のことを思い、自分の事業や仕事を通じて、幸福

を広げたいと願うならば、皆様の繁栄は無限です。こ

れは宇宙の法則なのです。私たちには、力があります。

私たちには、使命があります。私たちには、「繁栄す

る」という使命をもっているのです。そして、全世界

がそれを待っています。どうか世界中が困難の中にあ

る今こそ、我々ロータリアンの使命を果たすべき時で

す。繁栄と奉仕の誓いを持って新春合同例会の会長代

表挨拶といたします。 

 

 

 

 

 

 

6.ご来賓祝辞 熊本県知事 蒲島郁夫様 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  明けましておめでとうございます。 

熊本市域ロータリークラブの会員の皆様におかれまし

ては、よき新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

また、皆様方には日頃から県政の発展について、御理解

と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。皆様方がそれぞ

れの地区において、「ロータリーを実践し みんなに豊

かな人生を」のテーマのもと、国際奉仕をはじめ、青少

年育成や職業奉仕など、多岐にわたる社会貢献活動に取

り組まれておられることに対し、深く敬意を表します。 

今年も、なお一層会員相互の連携を深められ、県内にお

けるさまざまな社会貢献活動の牽引役として活躍され

ますことを、大いに期待しております。昨年は、第３３

回全国豊かな海づくり大会や水銀に関する水俣条約外

交会議の開催をはじめ２０１９年世界女子ハンドボー

ル選手権大会の招致、そしてくまモンの世界での活躍な

ど、「日本の中、世界の中での熊本」を大いに意識する

貴重な 1年となりました。大会や会議の開催にあたりま

しては、多くのボランティアの方々に、運営のご支援を

いただき、また、歓迎のおもてなしや交流を通して、全

国、世界に向け熊本を発信することができました。あら

ためて感謝申し上げます。県では、市町村や県民の皆様

とともに「チームくまもと」として、「県民一人ひとり

が幸せを実感し、住み慣れた地域で夢を持ち誇りに満ち

た暮らしが送れる熊本」を実現するための取組みを進め

ております。一昨年に策定しました「幸せ実感くまもと

４ヵ年戦略」も今年はちょうど折り返しの年となりま

す。「幸せを実感できる熊本」を目指し、取組みを加速

化して参りたいと存じますので、今後とも皆様方の御支

援、御協力を賜りますようお願いいたします。 

最後になりましたが、熊本市域ロータリークラブの皆様

にとりまして、この一年が健やかで素晴らしい年とな

り、さらに飛躍されますことを心からお祈り申し上げま

して、新年の御挨拶といたします。 
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熊本市長 幸山政史様 

 

 

 

 

 

 

  

明けましておめでとうございます。皆様におかれまし

ては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

熊本市域ロータリークラブの皆様におかれましては、

様々な社会貢献活動を展開されており、そのたゆまぬ献

身的なご活動に対しまして、深く敬意を表する次第でご

ざいます。また、本市に対しましても、熊本城マラソン

大会でのボランティア活動や水源涵養林造成事業での

植樹など多大なるご貢献をいただいており、厚く御礼申

し上げる次第でございます。 

さて、政令市２年目の昨年は、市民の皆様に身近な区役

所を拠点として、参画と協働による地域の特性を活かし

たまちづくりを進めてまいりました。また、３月には国

連「生命の水」最優秀賞の受賞や「全国豊かな海づくり

大会」、「アジア太平洋都市サミット」の開催等、広く国

内外へ本市の魅力を発信する機会を得ることができた

年でもございました。更なる政令市効果が期待される本

年は、市民の皆様にもっと暮らしやすさを実感いただけ

るよう、迅速かつ総合的な行政サービスの提供を充実さ

せるとともに、地域の特色や活力を活かした自主自立の

まちづくりを進めてまいりたいと考えております。また、

少子高齢化や将来の人口減少、都市間競争など、本市を

取り巻く環境が大きく変化する中、本市が九州の中枢拠

点都市として飛躍し続けるため、定住促進や少子化対策、

交流人口の増加への取り組みを強化するとともに、交通

体系や中心市街地の再デザインを加速させてまいりま

す。そして、これらの将来を見据えた持続可能で創造的

なまちづくりを皆様とともに進めていくことで、安全安

心で市民が誇れる「日本一暮らしやすい政令指定都市」、

観光やＭＩＣＥ開催地などの様々な面で｢選ばれる都

市｣を実現してまいりますので、熊本市域ロータリーク

ラブの皆様には、本市の更なる発展に向けて、なお一層

のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、会員の皆様方のますますのご健勝

とご活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたしま

す。 

 

 

 

 

7.幹事代表報告 熊本南 RC 幹事 今村浩昭君 

   

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第2720地区赤山ガバナー事務所より

「2013-24年度地区大会」のご案内が届いております。 

 2014年3月15日（土）～3月16日（日） 

 人吉市カルチャーパレス スポーツパレスにて 

  本年度は RI 会長代理 Hsiu-Ming Lin 様（RI 第3520地区

TAIWAN）をお迎えし、記念公演は作家で慶応義塾大学

講師、明治天皇の玄孫に当たる武田恒泰氏が予定されて

います。詳細につきましては各クラブへのご案内をご確認

願います。以上、幹事代表報告を終わります。 

 

8.閉会・点鐘  熊本南 RC 会長 野口泰則君 

 

 

懇親会（13：00～） 

      司会：熊本南 RC 親睦活動委員長 坂本研一君 

          米山奨学生 ンダギジマナ・ジャスティン君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年頭スピーチ 国際ロータリー第 2720 地区 

2013-14 年度ガバナー 赤山武興君 

 

 

 

 

 

 

Wishing Rotary’s Friends, Love in your heart 

Peace in your soul, and Joy in your life !! 

A Happy New Year !! 

明けまして おめでとうございます！！ 

本年も国際ロータリー第 2720 地区の運営にご支援ご協

力の程よろしくお願い申し上げます ! 
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 さて国際ロータリーの年度は、２０１３年７月１日～

２０１４年６月３０日であります。丁度半期を終了し、

新年は後期のスタートとなります。お蔭で、「ガバナー

公式訪問」も７４クラブ中、あと３クラブ残すのみとな

りました。公式訪問では、全クラブが温かくお迎えいた

だき、伝統の違いや会員数の多少はありますが、それぞ

れクラブの特徴があり、本地区の全クラブが素晴らしい

魅力あるクラブでした。本当に感謝、感謝の連続でした。

ロータリーの友の輪が広がり、正にロータリー・ファミ

リーを実感した公式訪問でした。そして後期は地区最大

の行事である「地区大会」があります。数十年振りの県

南に位置する、焼酎と温泉の里「人吉市のカルチャーパ

レス」を主会場で開催いたします。地区スローガン「挑

戦！未来の夢！良き友を得て、ロータリーを学び、奉仕

を実践しよう！！」を掲げ、多くのロータリアンとその

家族が一堂に集い、ロータリーの価値観を共有しながら、

親睦と友好を通じて多くの良き友の輪を大きく広げま

しょう！どうか熊本市域の多くのロータリー・ファミリ

ーに、ご参加いただきますよう心よりお待ち申し上げま

す。 

さて熊本市域の熊本南ＲＣから「野田ガバナーノミニ

ー」が誕生しました。２０１５～２０１６年度にガバナ

ー就任となります。赤山年度から、ロータリー地区事務

所が固定化事務所として熊本市に設置され、第２７２０

地区の拠点となります。どうか、熊本市域の全ロータリ

アンが、「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

の精神もって、我が地区の模範となる御活躍いただくこ

とを心からお願いし、新春の挨拶といたします。 

 

乾杯 熊本 RC 会長 井上勝己君 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告 熊本南 RC スマイル委員長 三角雄介君 

351,000 円を㈶熊本県ロータリー奨学会へ寄付 

 

熊本県ロータリー奨学会目録贈呈 

目録贈呈 熊本南 RC 会長 野口泰則君 

㈶熊本ロータリー奨学会理事長 小野友道様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナーノミニー紹介 熊本南 RC 会長 野口泰則君 

野田三郎ガバナーノミニー 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング「手に手つないで」 

熊本南 RC ソングリーダー 漆島典和君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会の辞 熊本南 RC 会長エレクト 田川憲生君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ４６名 82.14％ ９０．９１％ 

出席規定適用免除者 5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） 

 


