第 37 回例会記録（通算第 2605 回）
平成 26（2014）年６月２日
本年度 歳祝いの皆様、おめでとうございます！益々のご健勝を祈念いたします。

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

来訪者紹介

６/９ 職場訪問＠北熊本駐屯地
６/１８ 5 年未満会員 IM＠Hironosuke
６/２８-２９ 第 29 回地区 RAC 研修会

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

＠別府 亀の井ホテル

4.外部卓話 穐山ジョニー様
（本渡 RC 国際奉仕委員長）

ございません

会長報告（野口泰則君）
皆様、こんにちは。本日は例会に先がけて、午前 11 時から
代継宮に於きまして「歳祝祈願祭」を執り行って参りました。
お祝いを受けられた会員の方は、米寿の神谷会員・濵田会員
を始め、喜寿の鈴木会員、古希の山内会員、還暦の久峨会員・

出席報告（永井富士雄君）
会員数
６０名

出席数
３４名

出席率

前々回
修正出席率

60.71％

８８．４６％

出席規定適用免除者

工藤会員・田邉会員、以上 7 名の皆様です。本日は誠におめ

名誉会員

でとうございます。また当クラブ会員の皆様方の無病息災を

6名

欠席記録免除者 3名

０名（会員数には含まれません）

願いまして、有志の方々と一緒に祈念致しました。ご参列の
皆様、ありがとうございました。さて、先週 5 月 29 日（木）

幹事報告（今村浩昭君）

は、熊本南ロータリークラブ杯・熊本県水球競技大会の反省

1.宇城 RC より創立10周年式典参加のお礼が届いております。

会及び打ち上げの IM を行ないました。第 1 回目の大会を省み

2.ガバナー事務所より「第24回 日本ロータリー親善ゴルフ北

つつも、次回へと出された数々のアイデアは素晴らしく、つ

海道大会」のご案内が届いております。参加希望の方は事

づく水球競技大会へと必ず活かされることでしょう。優勝カ

務局 東までお知らせください。

ップを授与された時の選手の表情は、喜びと輝きに満ちてお
りました。選手達の輝く笑顔へ応えるためにも、有意義な大

例会変更のお知らせ

会とするためにも、今後も一致団結して取り組んで参りたい

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更

と考えております。そして、本例会では堀川副会長より 2013

[日

程] ６月９日（月）１８：３０～

年手続要覧、ロータリアンの手引きを用いての卓話がござい

[場

所] 日本料理「おく村」

ます。ロータリーを学ぶことは、自身の人格向上に寄与する

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更

ものと信じております。そして親睦を深めてゆくことは、魅

[変更前] ６月１０日（火）１２：３０～

力あるロータリークラブへと繋がります。本日の卓話を大変

[変更後] ６月１０日（火）６：３０～

楽しみにしております。

[場

所] 県総合運動公園

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更
[日

程] ６月１１日（水）１８：３０～

[場

所] マリーグレイス

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更
[変更前] ６月１７日（火）１２：３０～
[変更後] ６月２１日（土）１８：００～
[場

所] 火の国ハイツ

［結婚祝］

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] ６月１８日（水）１２：３０～
[変更後] ６月１８日（水）１８：３０～
[場

所] ホテルキャッスル

○りんどうＲＣ～夜例会のため時間変更
[変更前] ６月１９日（木）１３：００～
[変更後] ６月１９日（木）１９：００～
○西ＲＣ～親睦会のため日程変更

［誕生祝］

[変更前] ６月２４日（火）１２：３０～

本日（6/2）11：00より代継宮にて歳祝い祈願祭が行われました。

[変更後] ６月１９日（木）１８：３０～
[場

ご参加の皆様大変お疲れさまでした。また、18：30より新茶家に

所] ニュースカイホテル

て歳祝い親睦会を行います。よろしくお願いいたします。

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ６月２４日（火）１２：３０～

●スマイルボックス（三角雄介君）

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会
[日

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・木村弘訓君

程] ６月２５日（水）１８：３０～

梅雨入りしました。長い雨の季節ですが、今日はよい日です。歳

○平成ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

祝いの神事がありました。米寿・喜寿・古希・還暦の皆様おめでと

[変更前] ６月２５日（水）１２：３０～

うございました。ますますの繁栄をお祈りします。

[変更後] ６月２５日（水）１９：００～
[場

○渡邉秀章君

所] ニュースカイホテル

本日の卓話を堀川副会長に引き受けていただき、ありがとうござ

○江南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

います。2週続けてロータリーの友情に救われました。よろしくお

程] ６月２５日（水）１２：３０～

願いします。また、本日交通センター横の弊社桜町ビル前広場

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会
[日

に、先日卓話いただいた青木拓磨さんが乗っているランボルギ

程] ６月２６日（木）１９：００～

ーニのレーシングカー2台を展示しています。今週末の合志市で

○北ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

のイベント PR です。運転席に乗ってみることもできますので、どう

[変更前] ６月２６日（木）１２：３０～

ぞお越しください。

[変更後] ６月２６日（木）１８：３０～
[場

○原 裕一君

所] 新茶家

Ⅱ

堀川副会長の卓話をとても楽しみにしています。また、歳祝い祈
願祭に行けずすみませんでした。親睦会には参加いたします。

委員会報告

○漆島典和君

●親睦活動委員会（坂本研一君）
［結婚祝］

本日は早朝より歳祝いの会員の皆様、応援団の会員の皆様、ご
［誕生祝］

山本 円君

6.6

岩野衆次君

6.6

倉崎保広君

6.15

玉田光識君

6.13

原 裕一君

6.17

齊藤直信君

6.18

吉行邦夫君

6.20

久峨章義君

6.18

馬場 啓君

6.21

濱田定勝君

6.27

工藤青史君

6.30

参拝ありがとうございました。お祝いのスマイルをさせていただき
ます。
○濱田定勝君・鈴木勝志君・山内昭徳君・久峨章義君
田邉信一君

Ⅹ

本日、代継宮にて歳祝いの神事を執り行っていただきましてあり
がとうございます。また、今夜の歳祝い親睦会もどうぞよろしくお
願いします。
○渡邉秀章君
本日の歳祝いの皆様、おめでとうございます。夜の歳祝い親睦
会に参加させていただく予定でしたが、急きょ出張となり欠席さ
せていただきます。お詫びのスマイルです。
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○北口 誠君

• 会員の積極的な参加を促し、情報を伝えるためのクラブ協議

先日の漆島会員の卓話、とても興味深く聞かせていただきました。

会を開く

「曲水の宴」には来年ぜひ参加したいと思います。それからアメリ

• クラブ会長、理事会、委員会委員長、会員、地区ガバナー、

カツアーに参戦の松山英樹選手、初優勝おめでとうございます。

ガバナー補佐、地区委員会が、互いに、また、事務局と効果的

日本人としてとてもうれしい出来事でしたのでスマイルします。

にコミュニケーションを取る
• 5 月末までに data@rotary.org に次年度のクラブ役員を報告

●会員卓話（渡邉秀章君）

する

「2013 手続要覧の解説と青少年奉仕について」

• 後継者の準備および未来のリーダーの育成を通じて、クラブ

堀川貴史君

の長期的な安定を図る
• 現在のクラブの慣習を反映させて細則を修正する
• 会員のための親睦行事を開き、友情を育む
• 全会員がクラブのプロジェクトや役割に積極的に参加する
• 定期的に一貫した研修を会員に提供する
• クラブのニーズに基づく委員会を設置する
クラブ目標を達成し、クラブの独自性を反映させるため、クラ

第 1 章 ロータリークラブ

ブのリーダーは毎年、慣習の見直しを行うべきである。詳しく

（The Rotary Club）

は「元気なクラブづくりのために：クラブ・リーダーシップ・

国際ロータリーの会員組織

プラン」（245）を参照のこと。

（MEMBERSHIP IN ROTARYINTERNATIONAL）

ロータリーE クラブ（Rotary E-Clubs）

ロータリークラブは、その会員であるロータリアンによって構

ロータリーE クラブは、直接顔を合わせた会合を開く代わりに、

成される。一方、国際ロータリー（RI）は、ロータリークラブ

主にインターネット上で例会を開く（RI 細則第 1 条）。E クラ

によって構成される。ロータリークラブは、標準ロータリーク

ブは、通常のロータリークラブと同様、奉仕プロジェクト、募

ラブ定款を採用しなければならない（RI 細則 2.040.）。標準ロ

金行事、親睦活動を行い、従来のロータリークラブが有するす

ータリークラブ定款と推奨ロータリークラブ細則は、本要覧の

べての権利、特権、要件を有する。本要覧で言及されるロータ

黄色のページ、およびロータリーのウェブサイト

リークラブには、特記されていない限り、ロータリーE クラブ

（www.rotary.org/myrotary）に掲載されている。ただし、1922

も含まれる。

年 6 月 6 日より前に RI に加盟したクラブ、および RI 試験的

ロータリー衛星クラブ（Rotary Satellite Clubs）

プロジェクトに参加しているクラブは、クラブ独自の修正を加

ロータリー衛星クラブは、いわば「クラブの中にあるクラブ」

えた標準ロータリークラブ定款の下に運営する資格を有する

である。衛星クラブの会員は、そのスポンサークラブの会員で

（RI 定款第 5 条第 4 節、RI 細則 2.040.2.）。

もある。衛星クラブは、スポンサークラブとは別に例会を開く

効果的なロータリークラブ（EFFECTIVE ROTARY CLUBS）

が、通常のロータリークラブの規則に則って運営されなければ

効果的なロータリークラブは、

ならない。本要覧で言及されるロータリークラブには、特記さ

1) 会員基盤を維持、拡大する。

れていない限り、ロータリー衛星クラブも含まれる。

2) 地元地域ならびにほかの国々の地域社会において奉仕プロ

クラブ理事会および役員

ジェクトを実施し、成果をもたらす。

（CLUB BOARD OF DIRECTORS ANDOFFICERS）

3) 資金面およびプログラムへの参加を通じてロータリー財団

理事会は、クラブの意思決定機関であり、クラブの役員で構成

を支援する。

される。理事会は、少なくとも月 1 回会合を開く。各クラブは、

4) クラブレベルを超えてロータリーにおいて奉仕できるリー

会長、会長エレクト、幹事を選び、これらはすべて理事会のメ

ダーを育成する。

ンバーとなる。直前会長も理事会のメンバーとなる。副会長（1

活気あるクラブとなるためのベストプラクティス（BEST

名または複数）が選ばれた場合には、副会長も理事会のメンバ

PRACTICES FORVIBRANT CLUBS）

ーとなる。このほか、クラブ役員には、会計、会場監督、その

各クラブは、活気あるクラブとなるための独自のクラブ・リー

ほかの会員も含めることができ、これらの役員は、クラブ細則

ダーシップ・プランを作るべきである。元・現・次期クラブ役

の定めるところに従って、理事会メンバーであっても、なくて

員は、クラブの長所やベストプラクティスを取り入れた独自の

もよい（標準クラブ定款第 10 条第 4 節）。クラブの理事会と役

リーダーシップ・プランを、協力して作るべきである。これら

員の任務については、クラブ細則に詳細が定められている。

のベストプラクティスには、以下のものがある。
• クラブに活気をもたらすための長期計画を立てる
• ロータリークラブ・セントラルで、クラブの長期目標を支え
る年次目標を立てる
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青少年奉仕について

②他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用な職

インターアクトとは

業の道徳的水準および品位を保持し推進すること。

インターアクトは、12歳から18歳までの青少年のための奉仕ク

③若い人々に地域社会をはじめ世界各地のニーズおよび懸念

ラブです。インターアクトクラブは、支援や指導を与えるロー

事項を提起する機会を提供すること。

タリークラブよって後援されます。（1962年米国フロリダ州メ

④提唱ロータリークラブと協力して活動にあたる機会を提供

ルボルン）

すること。

インターアクトの目的

⑤ロータリーにおける将来の会員として若い人々の意欲を喚

奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で相共に活動

起すること。

する機会を青年男女に提供することにある。

RI2720地区現状

①建設的な指導力を養成し、自己の完成を計ること。

RC75クラブ・インターアクトクラブ22クラブ（熊本9・大分13）

②他人に対する思いやりと、他人の力になる心構えを奨励し、

計555名

これを実践すること。

・全て単独提唱、高校単位

③家庭と家族の重要性に対する認識を涵（かん）養すること。

・年次大会、会長幹事研修会、連絡協議会（RCと担当教官）、

インターアクトの目標

海外研修（釜山）

①建設的な指導力を養成し、自己の完成を計ること。

ローターアクトクラブ17クラブ（熊本10、大分7）計150名

②他人に対する思いやりと、他人の力になる心構えを奨励し、

・全て単独提唱、大学単位１クラブ、他は地域社会単位（提唱

これを実践すること。

クラブ社員等）

③家庭と家族の重要性に対する認識を涵（かん）養すること。

・年次大会、地区研修会、会長幹事会、留学生交流会、分区連

④個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利を尊重す

絡協議会、アクトの森清掃活動、海外交流

る観念を養うこと。

インターアクト・ローターアクトクラブとロータリークラブ

⑤個人的成功のためにも、地域社会の改善のためにも、さらに

指導、後見人としての責務…例会出席（1ヶ月に1回以上）

は団体としての業績を上げるためにも、各人が責任を負うこと

提唱ロータリーインターアクト、ローターアクト

がその基本であることを強調すること。

報告義務…例会（2週間以内）、会計

⑥自己能力の開発、時間管理、個人の財務管理を含む生活技能

お互いに信頼関係を築いていくこと…ローターアクトとロー

を養成すること。

タリーの発展

⑦すべての有用な職業は社会に奉仕する機会であるとして、そ

【例会予定】

の品位と価値を認識すること。
⑧地域社会、国家および世界の問題についての知識と理解を深

6/16 外部卓話

吉田圭秀様（自衛隊西部方面隊）

める機会を提供すること。

6/23 常任委員長退任挨拶

⑨国際理解と全人類に対する善意を増進するために、個人とし

6/30 会長・監事退任挨拶

て、また団体として、進むべき道を切り開くこと。
ローターアクトとは
ローターアクトとは、ロータリーがスポンサーとなっている18

6/2歳祝い＠代継宮＆新茶家

歳から30歳までの青年男女のための奉仕クラブです。ローター
アクトクラブは通常、地域社会または大学を基盤としており、
地元のロータリークラブがスポンサーとなっています。ロータ
ーアクトクラブは、スポンサー・ロータリークラブの真の「奉
仕のパートナー」であるとされ、ロータリー家族の重要な一員
であるとみなされています。（1968年3月米国ノースカロライ
ナ州のノースシャルロット・ローターアクトクラブ）
ローターアクトの目的
若い男女が、個々の能力の開発に当たって役立つ知識や技術を
高め、それぞれの地域社会における物質的あるいは社会的なニ
ーズと取り組み、「親睦と奉仕活動を通じて」全世界の人々の
間に、よりよい信頼関係を推進するための機会を、提供するこ
とにあるとされています。
ローターアクトの目標
①専門技術、指導能力を開発すること。
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