
 
 

 

 

 

 

2013-2014年度 第 2720地区 地区大会 in 人吉カルチャーパレス 

戦後アメリカ軍が行った検証では自国軍は負けていた

そうであり、勝てたのは日本軍がミスをおかしたから

と判定したそうです。イギリスの歴史学者であるアー

ノルド・J・トインビーは、12～13 歳までに正しい歴史

を学ばなければその民族は滅びてしまうと、云ってお

ります。日米同盟さえ堅持していれば、第 1・第 3 の

GDP と軍事力です。 

 

 

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 

６１名 ４０名 71.43％ ８５．９６％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 3名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

本日は、先ず御礼から申し上げます。関係の皆様、

地区大会では大変お世話になりました。来年は、我が

クラブも次期地区大会の御案内を大分で行う事となり

ます。その際には、皆様方のお力添えをどうぞよろし

くお願い申し上げます。私事ですが、この度の地区大

会では熊本第 4 分区を代表しまして、スピーチを行い

ました。残念ながら時間が足りず、うまくお伝え出来

なかったかも知れません。ですが、記念講演では明治

天皇の玄孫にあたる竹田 恒泰氏のお話を伺う事が出

来ました。講演を一言で申せばとても感動的な内容で

した。残念ながら我々日本人は、日本の事をあまり好

きではないようです。意識調査の結果を見ても愛国心

の低さが際立っており、常に最下位に位地あります。

この愛国心の低さには、歴史教育に問題があるように

も感じます。GHQ 占領軍が作った日教組が問題であり、

そのシステムがすでに 60 数年続いています。国連加盟

193 ヶ国の中で建国が書かれていないのは日本だけで

す。アメリカは先の大戦で戦った日本があまりにも強

かったので、我々を恐れていたのでしょうか。本当は

日本が勝てた太平洋戦争だったのでしょう。 

 

 

 

 

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 新本高志様 

        （アラモート店主） 

 

              

  

        

  
 

３/２１-２２ 会長エレクト研修セミナー 

＠大分県労働福祉会館 

３/２４ お花見＆ワインの会＠ボンビータ 

３/２５ 野田 GN 年度決起大会 

＠上通りバル Hironosuke 

３/２６ ゴルフ研究会コンペ 

＠熊本空港 CC 

４/１０ 台北大同RC創立 30周年記念式

典＠台北 

 

 

第 28 回例会記録（通算第 2596 回）  

平成 26（2014）年３月１７日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

前原栄輔様（NPO法人 HITO PROJECT） 
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幹事報告（今村浩昭君） 

1. 宇城 RC 創立10周年記念式典のご案内を再度回覧い

たします。参加希望の方は申込書にご記入をお願い

いたします。 

2. 天草中央 RCより創立30周年記念式典のご案内が届い

ております。参加希望の方は申込書にご記入をお願

いいたします。 

3. 日田 RCより創立50周年記念式典のご案内が届いてお

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いい

たします。 

4. 日出 RCより創立30周年記念式典のご案内が届いてお

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いい

たします。 

5. オハイエ「県民文化賞受賞記念交流会」のご案内を

再度回覧いたします。参加希望の方は出欠表にご記

入をお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○北ＲＣ～姉妹クラブ例会参加のため日程場所変更 

[変更前] ３月２０日（木）１８：３０～ 

[変更後] ３月２１日（金）１８：００～ 

[場  所] グランドハイアット台北 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ３月２５日（火）１２：３０～ 

[変更後] ３月２９日（土）１２：００～ 

[場  所] 寺田邸 

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ３月２５日（火）１２：３０～ 

[変更後] ３月２６日（水）９：００～ 

[場  所] 熊本市総合体育館 

○平成ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ３月２６日（水）１２：３０～ 

[変更後] ３月２６日（水）１９：００～ 

[場  所] 城見櫓 

○西南ＲＣ～姉妹クラブ答礼訪問例会のため時間変更 

[変更前] ３月２７日（木）１２：３０～ 

[変更後] ３月２７日（木）１８：３０～ 

○りんどうＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ３月２７日（木）１９：００～ 

[場  所] 未定 

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ３月３１日（月）１８：３０～ 

[場  所] 日本料理「おく村」 

○グリーンＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ３月３１日（月）１８：３０～ 

[場  所] 日本料理「泉里」 

 

 

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ４月１日（火）１２：３０～ 

[変更後] ４月１日（火）１９：００～ 

[場  所] ダイニングカフェ彩 

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ４月１日（火）１２：３０～ 

[変更後] ４月１日（火）１９：００～ 

[場  所] ダイニングカフェ彩 

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ４月１日（火）１２：３０～ 

[変更後] ４月１日（火）１８：３０～ 

[場  所] 未定 

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ４月２日（水）１２：３０～ 

[変更後] ４月２日（火）１８：００～ 

[場  所] 未定 

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ４月９日（水）１８：３０～ 

[場  所] ダイニング 和 YA 

○北ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ４月１０日（木）１２：３０～ 

[変更後] ４月１０日（木）１８：３０～ 

[場  所] 城彩苑内「桜道」 

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ４月３０日（水）１２：３０～ 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本研一君） 

  3月24日（月）19：00～花見＆ワインの会＠ボンビータを再

度ご案内いたします。多数のご参加をよろしくお願い申し

上げます。 

 

●社会奉仕委員会（園田修司君） 

  3月22日（土）16：00～オハイエ「県民文化賞受賞記念交

流会」、3月23日（日） オハイエ「第5回とっておきの音楽

祭」のご案内をいたします。多数のご参加をお待ちしてお

ります。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君 

  地区大会たくさんのご参加ありがとうございました。記念講

演は明治天皇玄孫の竹田氏で、日本人として誇りを取り

戻す講演でした。また、本日の卓話者 NPO 法人 HITO 

PROJECT 前原様のお話を大変楽しみにしています。 

○田川憲生君 

  HITO PROJECT の前原さんの卓話、楽しみにしていま

す。 
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○渡邉秀章君 

  HITO PROJECT 前原様のご来訪を心より感謝申し上げ

ます。子供たちに科学の面白さを伝える活動は地道で大

変なことも多いと思います。本日の卓話よろしくお願いい

たします。 

○寿崎 肇君   

  3月15日～16日人吉で行われました第2720地区大会に参

加しました。人吉での「おもてなし」、また赤山ガバナーの

「おもてなし」1000人の会席は素晴らしいものでした。野田

ガバナーの2年後、伝統の熊本南 RC の地区大会は会員

の皆様で知恵を絞りたいものと思いました。勉強させてい

ただきました。 

○高宮 宏君   

  先日の地区大会ご出席の皆様方、お疲れさまでした。講

演の竹田氏のお話は大変元気が出ました。来年は我々の

クラブが地区大会を開催する予定です。参考になりまし

た。 

○田邉信一君   

  所用により地区大会を欠席しましたのでスマイルします。

皆様大変お疲れさまでした。 

○古財良一君 

  いよいよ今週日曜日「オハイエ」が開催されます。また、前

日は細川邸 泰勝寺でパーティがあります。ロータリアンは

お忙しい方々ばかりなので、会社の社員をお誘いいただ

きたいです。必ず感動があります。よろしくお願いいたしま

す。 

○坂本幸樹君・三角雄介君 

  丸山浩之兄貴！有限会社浩之勗を起業されて10周年お

めでとうございます。これからの限りないご発展を心より祈

念いたします。 

○山本 円君  Ⅱ 

  年度末工事多忙のため久しぶりの例会出席です。また、

今日は早退しますのでお詫びのスマイルです。それから、

今日は息子の誕生日です。春から九州学院にお世話に

なります。先輩方、よろしくご指導願います。 

○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。 

○三角雄介君 

  土日に災難が続いたのでスマイルします。土曜は東バイ

パスで渋滞中、家族との話に夢中でブレーキが足から離

れて前の車に接触事故、日曜は八代インターで後部座席

がシートベルトをしていなかったので減点、2日連続で警

察にお世話になりました。皆様、運転には気を付けてくだ

さい。 

 

 

 

 

●外部卓話（渡邉秀章君） 

  「ロボット教室と子供たち」前原栄輔様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

3/31 会員卓話 渕田俊郎君 

 

【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：4月3日（木）20:00～ 

場所：未定 

内容：汗を流そう会（クラブ奉仕委員会） 

○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：4月 2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。 

 

 

2013-2014 年度 第 2720 地区 地区大会 in 人吉 
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