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4/10 台北大同 RC 創立 30 周年記念式典への参加の皆様、お疲れさまでした！
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3.会長･幹事・各委員会報告

４/２９ 第 1 回熊本県水球競技会
＠アクアドーム

4.外部卓話 松崎郁洋様
（ふもと旅館 代表取締役）

＠ホテル日航熊本・Hironosuke
５/２４ 宇城 RC 創立 10 周年記念式典
＠松橋ホワイトパレス

５/１２ 本音で語り合う企業経営の勉強会

本田 節様（有限会社ひまわり亭）

会長報告（野口泰則君）
皆様、こんにちは。先週 4 月 9 日（水）から 12 日（土）
まで、台湾へ行って参りました。4 月 10 日の台北大同
ロータリークラブ創立 30 周年記念式典へ招かれまし

ます。両国のクラブの益々の繁栄と結束を強く願って

て、我が熊本南ロータリークラブからは 29 名の方々に

おります。そして会員の皆様方も台湾へ行かれる際に

ご参加頂き、誠にありがとうございました。心より感

は是非お礼状をお書きになってください。ささやかか

謝申し上げます。また今村幹事は、この期間中まとめ

も知れませんが、真心をお返しできたらと思わずには

役としての重責を果たして下さり、この場をお借り致

いられません。台北大同ロータリークラブ創立 30 周年、

しまして御礼申し上げます。台北大同ロータリークラ

おめでとうございます。数々のおもてなしに感謝致し

ブ創立 30 周年記念式典についてお話申し上げます。
「こ

会長報告とさせて頂きます。

の度の式典を素晴らしいものしてくださり、感謝申し
上げます。明らかに熊本南ロータリークラブの皆様方
の尽力の賜物です。」と、台北大同ロータリークラブ

出席報告（藤見泰之君）

の会長や会員の皆様方を始め、日本国内から参加の札
幌真駒内ロータリークラブ・秋田ロータリークラブ・
箱根ロータリークラブ・石垣ロータリークラブの会長
からもお褒めの言葉を頂きました。私は会長として、
また一人のロータリアンとして歴史と伝統のある姉妹
クラブとの締結式を執り行い、またその場に於きまし
ていくつかスピーチも行なわせて頂きました。それは
共に喜びを共有できた素晴らしい時間であったと思い
ま

会員数
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８７．５０％

出席規定適用免除者
名誉会員

6名

欠席記録免除者 3名

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（今村浩昭君）

野田ガバナー年度地区幹事報告（堀川貴史君）

1. ガバナー事務所より地区研修・協議会参加のお礼が

本日例会終了後に野田ガバナー年度に関する打合せ会

届いております。

を行います。関係者の方はお集まり下さいますよう、お

2. オハイエくまもとより「第5回とっておきの音楽祭」

願いいたします。

のお礼他が届いていります。
委員会報告
定例理事会報告（野口泰則君）

●職業奉仕委員会（井上雅文君）

・タイ チェンライ RC 会長 原田義之様の卓話について

5/12（月）16：00よりホテル日航熊本にて「本音で語り合う

→5/12を予定（旅費・宿泊費は実費精算）

企業経営の勉強会」を開催いたします。また、18：30より懇

・2013年度手続要覧購入について

親会を上通りバル Hironosuke にて行います。多数のご参

→全会員へ配布することを承認

加をお待ちしております。

例会変更のお知らせ

●雑誌委員会（高宮 宏君）

○西稜ＲＣ～草刈りのため場所変更

まず今月は特集として雑誌月間が取り上げられています。

[変更前] ４月２１日（月）１８：３０～

新たな時代を迎えたロータリー雑誌という見出しで、ます8

[変更後] ４月２０日（日）未定

ページより9ページまでロータリー雑誌の仲間たちというこ

[場

とで世界各国のロータリーの友の表紙が紹介してあります。

所] 西稜の森

○平成ＲＣ～丸山ハイランド作業のため日程変更

次に雑誌月間特別寄稿が掲載されています。10ページの

[変更前] ４月２３日（水）１２：３０～

「ロータリーの友が果たす役割」として、第2580地区の石

[変更後] ４月２９日（祝）９：３０～

橋正男（東京東江戸川 RC）会員の記事で、「友」は1952

[場

年（昭和27年）日本のロータリークラブが2つの地区に分割

所] 丸山ハイランド

○東南ＲＣ～創立３０周年記念例会のため日程変更

された時に誕生したそうで、私も今回初めて知りました。そ

[変更前] ４月２３日（水）１２：３０～

して次に苦言としてロータリーの資格維持、換言すれば義

[変更後] ４月１９日（土）１４：００～

務の一つであるこの雑誌の購買が「手続要覧」の中の RI

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更

細則や、標準ロータリークラブ定款にも明記されているに

[変更前] ４月２４日（木）１３：００～

もかかわらず、かなり古いクラブでそれが守られていないと

[変更後] ４月２４日（木）１９：００～

指摘されています。次に13ページ「友」の電子版の紹介が

[場

出ています。興味のある方は読んでください。次に元気な

所] 未定

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会

笑顔のためにと題して、母親と子供たちが地域とつながり

[日

程] ４月３０日（水）１２：３０～

を取り戻すために日米のロータリアンが協力して支援をし

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

ている様子が18ページから25ページまで出ています。東

[日

日本大震災後の現地の地域子育て支援センター「あゆっ

程] ４月３０日（水）１２：３０～

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

こ」への支援の内容が詳しく出ています。次に31ページよ

[日

り32ページに第4回日台ロータリー親善会議の開催の様

程] ４月３０日（水）１２：３０～

○江南ＲＣ～定款に基づき休会

子が出ています。次に37ページに「ロータリー活動」フォト

[日

コンテスト作品の募集が出ています。これはロータリー活

程] ４月３０日（水）１２：３０～

○東南ＲＣ～定款に基づき休会

動を他に知らしめるためのものですので、それにふさわし

[日

い活動の写真が必要です。締切は2014年6月末までとな

程] ４月３０日（水）１２：３０～

○北ＲＣ～定款に基づき休会

っております。また、41ページに投稿依頼の記事が出てい

[日

ます。ぜひ読んでいただき応募してください。野口会長に

程] ５月１日（木）１２：３０～

○中央ＲＣ～定款に基づき休会

台北大同 RC との今回の交流の記事を投稿したいと思い

[日

ます。

程] ５月２日（金）１２：３０～

次に縦書きのほうに移ります。最初の枯山水と日本の
次年度幹事報告（喜讀宣友君）

心とわが町そしてロータリーの記事を読んでみてください。

本日18：30より那由多にて「次年度 クラブの方向性意見交

友愛の広場の中に楽しい記事が出ています。15ページの

換会」を開催いたします。関係者の方は参加のほどよろしく

美唄 RC 吉村誠治会員の「我が家のホールインワン物

お願いいたします。

語」という記事で、なんと本人・奥さん・長男・次男家族全
員がホールインワンを達成され、長男は2度もやっておら

2

れるいう、大変珍しい記録の一家です。次に21ページの

○杉田辰彦君

川柳の投稿に熊本西南 RC 古閑修会員の「軽い嘘つい

台北大同 RC 創立30周年記念式典に参加された皆様、お

て友情守り抜く」という、意味深な歌が出ています。次に28

疲れさまでした。熊本南 RC の若者がものすごく盛り上が

ページに日田中央 RC のドラゴンボート大会の記事が出て

ったと聞いております。私も一緒に盛り上がりたかったで

います。

す。
○井上雅文君

●スマイルボックス（三角雄介君）

台北大同 RC 創立30周年記念式典に参加された皆様、大

○本田 節様

変お疲れさまでした。今回小学校の入学式の関係で参加

Ⅲ

本日は貴重なお時間をいただき卓話の機会を得たこと、

がかないませんでしたが、次回はぜひ参加したいと思いま

大変うれしく光栄に存じます。今後ともロータリーの仲間と

す。また、海外傷害保険にご加入いただきました皆様、あ

してよろしくお願いいたします。

りがとうございました。体の不調や携行品の破損等ござい

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・渕田俊郎君・

ましたらお申し出ください。

塩井泰明君

○北口 誠君

台北大同 RC 創立30周年記念式典の大成功を心より感謝

台北大同 RC 創立30周年記念式典に参加された皆様、大

いたします。姉妹クラブとして両クラブの発展を祈念します。

変お疲れさまでした。

ご参加の会員・家族そして熊本南 RC 全員の総力の結集

○塩井泰明君

でした。また、本日の卓話者、有限会社ひまわり亭 本田

4日ぶりに帰国し布団に入ると、後を追うように添い寝をし

様を心より歓迎します。卓話が楽しみです。

に来て腕枕で幸せそうな顔。寂しかったんだと可愛くなり

○田川憲生君

ました。我が家の可愛い娘、ゴールデンレトリーバーのグ

ひまわり亭の本田さんの卓話楽しみにしています。細川知

レースでした。

事が提唱した「日本一づくり運動」がしっかりと根付いてい
ることにビックリしました。

●外部卓話（渡邉秀章君）

○渡邉秀章君

「今そこにあるものが人をつなぎ、地域を活かす」

ひまわり亭 本田節様のお越しを心から感謝申し上げます。

本田

本田様の郷土愛と食を通じたまちづくりについて勉強させ
ていただき、明日からの奉仕活動に活かしていきたいと存
じます。どうぞよろしくお願いします。
○寿崎 肇君
台北大同 RC 創立30周年記念式典に参加させていただき
ました。熊本南 RC の皆さんとともに楽しい4日間でした。
同行させていただきた熊本南 RC の方々にはこもごも手取
り足取りのご迷惑をお掛けいたしました。お礼の申し上げ
ようもないほどでした。野口会長の指導力・お人柄の賜物
でございました。ありがとうございました。
○西川尚希君・坂本研一君・丸山浩之君・古財良一君
三角雄介君・坂本幸樹君
台北訪問ではお世話になりました。周年行事の「おもてな
し」には驚き、大変勉強になりました。また、皆様とご一緒
することで楽しい時を過ごすことができました。本当にあり
がとうございます。
○野田三郎君
台北大同 RC 創立30周年記念式典にご参加の皆様、大
変お疲れさまでした。私も参加予定していたのですが、急
に仕事が重なったため、家内一人で参加させていただき
ました。皆様には大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。

3

節様

4/10台北大同扶輪社 創立30周年記念式典＠台北
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