
 
 

 

 

 

 

13-14年度 熊本第 4分区ガバナー補佐 村山陸奥雄様、大変お疲れさまでした！ 

20日の「世界難民の日」に関して、昨年 2013年末時点で、

紛争などによる難民や避難民の総数が約 5 千万人を越し

ていると云う記事を読みました。これは 2012年時点よりも約

6百万人も増加しております。この理由の最たるものは武力

紛争や内戦でありますが、世界経済や政治が関与している

事は明白であります。小さな事かも知れませんが、我々の

活動の一環である例会に積極的に参加する事で、ロータリ

ーの基本理念に繋がり、他者や他国にも目を向け心を寄

せるきっかけと成れば、解決の糸口となり得ると考えており

ます。 

 

 

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 

６０名 ４１名 74.55％   ７７．３６％ 

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） 

皆さま、こんにちは。本日は村山ガバナー補佐がお見

えになっております。本例会にご出席いただきありがとう

ございます。熊本南ロータリークラブの例会が村山ガバ

ナー補佐にとって、より良い時間になりますよう、私共も

努力して参りたいと存じます。新入会員のご紹介から始

めます。有限会社アーバン代表取締役 鎌田 剛さんで

す。皆様、宜しくお願い致します。さて、鎌田会員に対し

てのインフォメーションの際に、ロータリーについてお話

を致しました。私もお伝えしながら、改めて認識する事が

出来ました。私見となりますが、私は次の様に考えており

ます。先ず大切な柱の一つに「職業奉仕」という考えがご

ざいます。それは己の職業に誇りと愛情を持ち、単に利

益追求に走らず、職業の精神を汲み入れて企業の道徳

水準を高め、かつ社会に貢献する行ないが「職業奉仕」

であり、延いてはその活動が地域の為に結びつくと「社

会奉仕」となり、全世界の幸福の為に広がれば「国際奉

仕」となるのです。これこそがロータリーの基本理念にな

ると考えます。そしてこの考えは伝え続けなければ希薄

になってしまうものなのです。先日の新聞紙面より、6月 
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2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会長・副会長・幹事 退任挨拶 
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長・幹事会＠ホテルキャッスル 

７/２６－２７ 第 2720 地区 IAC 年次大会 

         ＠大分 宇佐 

 

 

 

第 40 回例会記録（通算第 2608 回）  

平成 26（2014）年６月２３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 

村山陸奥雄様（熊本西ＲＣ） 
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幹事報告（今村浩昭君） 

1.RI 第2720地区 2014-15年度 第30回インターアクト年次

大会開催のご案内が届いております。参加ご希望の方は事

務局 東までお知らせください。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ６月３０日（月）１２：３０～ 

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ６月３０日（月）１８：３０～ 

[場  所] エルフエゴ 

 

熊本第4Gガバナー補佐 村山陸奥雄様退任挨拶 

 

 

 

 

 

 

前任者の浜島 巌ガバナー補佐のピンチヒッターとして、

昨年8月より急きょ熊本第4分区のガバナー補佐に就任いた

しました。11月のガバナー公式訪問、2月の熊本第4分区 IM、

3月の地区大会など、熊本南 RC からも多数ご出席いただき

ました。ありがとうございました。また、野田ガバナー年度に

おきましては、熊本西 RC の会長を務めさせて頂く予定です。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

新入会員自己紹介 1回目（鎌田 剛君） 

 

 

 

 

 

 

氏名：鎌田 剛君 

生年月日：昭和48年7月31日 

勤務先：有限会社アーバン 

趣味：バイク・ゴルフ 

推薦者：後藤 博君・久峨章義君 

 

次年度幹事報告（喜讀宣友君） 

7/14 次年度第1回目のクラブ協議会を開催いたします。

関係各位のご出席をよろしくお願いいたします。また、

第2回目は10/27を予定しております。 

 

委員会報告 

ございません。 

 

常任委員長退任挨拶 

●会員維持増強委員長（後藤 博君） 

   

 

 

 

 

 

   パワフルな野口会長の下、1年間委員会活動を行って

きましたが、当初の目標には届かず誠に申し訳ありません

でした。ただし、新しく入会されたメンバーには恵まれ、こ

れからの熊本南 RC を牽引していくに相応しい人材が確

保できたのではないかと思っております。反省点としまして

は、当初お声掛けしていた方々の様々な理由により入会

にいたらなかった点です。また、情報があまりにも少なく、

委員会自体動けなかったことも事実です。ロータリー会員

の義務の中にメンバーの紹介という文言が書かれていま

す。皆さんにはもう一度周りを見渡して、仲間を増やす重

要性を認識していただければと思います。1年間ご協力本

当にありがとうございました。 

 

●クラブ広報委員長（丸山浩之君） 

   

 

 

 

 

 

広報委員会はご承知の通り、クラブを内外に知ってい

ただくという、重要な役割を担っていると思います。週報と

ホームページを中心として、副委員長の井上会員・事務

局 東さんには特にお世話になりました。また、会員義務

の一つ「ロータリーの友」の購読のための毎月の情報提供

については、山本博史雑誌委員長の出席免除による不

在を高宮副委員長にフォローしていただき、わかりやすく

説明していただきました。この場を借りてお礼申し上げま

す。さて、前年度から1枚の写真を表紙に載せるスタイル

を踏襲しておりますが、その時々の出来事が分かりやすく

なったとの声を聞くようになりました。先週卓話をしていた

だいた穐山ジョニー様へご夫妻の表紙写真の週報をお届

けした際にも大変喜んでいただき、我がクラブの品格につ

いてもお褒めの言葉をいただき、大変ありがたく身の引き

締まる思いでした。また、次年度ガバナーのホームクラブ

に片山地区広報・IT 部門長がおられ、例会に出席した際

お話をする機会があり、特にここ数年、IT の普及に伴うク

ラブへの導入、推進に力を入れておられます。古き良きも

のは残し、守っていくことは当然ですが、新しく便利なツー

ルを導入することで時間や経費を大幅に削減できるメリッ



 3 

トは時代の流れで必要とのお話でした。私も恥ずかしなが

ら、IT というだけで苦手意識を持っておりましたが、ここ数

カ月その気軽さや便利さを痛感し、必要性も感じておりま

す。次年度は古財委員長です。本業でもあり、精通してお

られますので、地区と連携し我がクラブも恩恵をもたらされ

ることと思います。私もしっかり学び、一委員としてお仕え

したいと思っております。1年間色々とありがとうございまし

た。 

 

●クラブ管理運営委員長（喜讀宣友君） 

   

 

 

 

 

 

  大変稀有なことに二年続けて同委員長を仰せつかりま

した。うまくいくかと思いきや終盤息切れしてしまいました。

しかしながら管理運営部門の各委員長はしっかりと委員

会をまとめておられます。以下、所見を述べさせていただ

きます。出席委員会。永井委員長のもとしっかりとデータ

を出していただき［見える化］が進んだようにおもいます。

委員会だけではどうにもならない部分もあり、役員を含め

全員で取り組むことが更に必要で、例会のプログラムや親

睦との相乗効果によるところもかなりあるので、次期坂本

幸樹委員長には更なる出席率の向上を期待しております。

プログラム委員会。渡邉委員長のもと熊本出身ではないと

いう不利な状況をものともせず、逆に他県の人から見た熊

本の良いところを再発見させられるような卓話者をたくさん

連れて来ていただきました。委員長の汗の分例会が充実

したように思います。次期三角委員長も更なる人脈づくり

や成長の場と捉えていただき、来て良かったと思える例会

づくりにご協力いただきたいと思っています。スマイル委

員会。三角委員長のもと個性的なアドリブを交え楽しい時

間にしていただきより申告しやすい環境ができたと思いま

す。一見不真面目な感じを与えますが非常に真面目に取

り組みハートがあるので不快感はありません。皆毎回楽し

みにしていたと思います。どのスマイルも重さは同じという

持論で時間調整に対する問題提起もありました。次期園

田委員長もスマイル会計の趣旨をご理解いただき更に積

極的に参加できる動機づけをお願いしたいと思います。

親睦活動委員会。坂本研一委員長のもと活動方針の自ら

が先頭に楽しめる委員会づくりというとおりの結果を出して

いただきました。ロータリーで最も忙しい委員会ですが、そ

れぞれの事業に委員長のカラーを出していただききっちり

と全てを開催して頂きました。次期井上雅文委員長も酒の

席での自分だけ楽しむということではなくメンバーを楽しま

せるということを念頭に置き、ひとつひとつの事業の行う意

味を再考し最高のパフォーマンスを出していただければと

思っています。クラブ会計。玉田会計のもときっちりと監査

を行なっていただくとともに理事会等でもわかりやすく予

算の消化状況や収支報告をしていただきました。仕事の

性格上誰でも出来るというものではありませんので引き続

き次期も会計をお願いしますが、専門用語を控えた誰に

でも分かる言い回しでの報告等をお願い致します。S．A．

A．。非常に残念なことではありましたが事情により退会さ

れた赤澤 S．A．A．のもと会場監督を行っていただきまし

た。出席予定のアンケートに卓話予定を載せるなど新た

な試みもあり多くの財産を残していただきました。次期田

邉 S．A．A．には歴史と伝統の熊本南ロータリークラブに

更なる威厳を積み増していただきたいと思っております。

一年間ありがとうございました。来期もご協力よろしくお願

い致します。 

 

●奉仕プロジェクト委員長（田川憲生君） 

   

 

 

 

 

 

   今年度奉仕プロジェクト委員長の田川でございます。奉

仕プロジェクト委員長は、次期会長が就任することになっ

ております。次年度は後藤委員長となります。今年度同様、

よろしくお願いいたします。まず職業奉仕委員会は、井上

委員長の下、自衛隊第八師団の職場訪問など、時期を得

た企画を実施していただきました。このほか、色々のアイ

デアで委員会を活性化させていただき、本当にありがとう

ございました。社会奉仕委員会の園田委員長・新世代奉

仕委員会の原委員長・RACの馬場委員長・IACの藤見委

員長の皆様、清掃活動やボランティア活動など、大変お

忙しい中よくやっていただきました。特に今年度から始め

ました高校生の水球大会支援は大成功に終わりまして、

原委員長はじめ、関係の方々の熱意がそうさせたものと感

謝申し上げます。また、国際奉仕プロジェクトは熊本南 RC

の活動の一つの柱であるタイ・プロジェクトを続けていただ

きました。友好の輪はさらに広がったと評価しています。姉

妹クラブにつきましては、4月に開かれた台北大同扶輪社

の創立30周年記念式典に熊本南 RC からも大挙して訪問

し、大変喜ばれました。会員の皆様のご協力に深く感謝

申し上げます。米山奨学会・R 寿崎奨学会ですが、こちら

も熊本南 RC にとってとても大切な部門です。特に米山奨

学生のジャスティン君の活躍は目を見張るものがありまし

た。次年度もよろしくお願いいたします。1年間ありがとうご

ざいました。 
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●R 財団委員長（星野誠之君） 

   

 

 

 

 

 

当年度よりロータリー財団の委員長をお受けするととも

に、地区のロータリー財団の委員に就任させていただき

ました。ロータリー歴も浅く、ロータリー財団のことを十分

理解しないまま引き受け、また未来の夢計画が始動した

ばかりであったことから、この一年間は財団の仕組みを

理解することに終始してしまいました。ようやく仕組みに

ついて理解はできましたが、各奉仕委員会の委員長と話

し合い、事業を立ち上げるには至りませんでした。これが

当期の反省点です。次年度においても引き続きロータリ

ー財団の委員長をお引き受けすることから、この反省点

を次年度の方針としたいと思います。次年度においては

早くから各奉仕委員会の委員長と話し合いの場をもち、

長期継続的に事業の掘り起しを検討したいと思います。

また、先日のクラブ協議会において高宮会員にご意見を

いただきましたように、補助金の活用法だけでなく、財団

への寄付をどうやって増やすか、寄付金の獲得への努

力も合わせて行いたいと思います。最後に、ロータリー財

団の補助金は制約が多く、条件も厳しい点が多いことか

ら、南クラブ単独では十分活用できない可能性があるこ

とから、他クラブとの共同事業等、いろいろな手法を検討

していきたいと思います 

 

●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・塩井泰明君 

新入会員の鎌田 剛さんのご入会、心より歓迎しスマイ

ルします。自由と繁栄を満喫してください。また、第4分区

ガバナー補佐の村山様のご来訪を歓迎します。 

○濱田定勝君・木村弘訓君・久峨章義君 

第4分区ガバナー補佐の村山様のご来訪を心より歓迎た

します。 

○濱田定勝君・松本嘉七君・久峨章義君・後藤 博君 

山本 円君・井上雅文君・漆島典和君・坂本研一君 

三角雄介君・倉崎保広君・古財良一君・平尾豊幸君 

原 裕一君・喜讀宣友君・西川尚希君 

有限会社アーバンの鎌田 剛様の入会を心より歓迎い

たします。これからよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

○高宮 宏君 

  村山先輩、ようこそいらっしゃいました。また、土曜日東

京江原会50周年記念祝賀会へ参加してきました。なんと

その会場で古財さんと園田さんにお会いしました。古財

さんはオハイエの協力依頼で、園田さんは祝賀会の担

当学年の応援で、くまモングッズを会場内で一生懸命販

売されておられました。本当にお疲れさまでした。 

○寿崎 肇君 

  熊本・大分・宮崎・鹿児島の公益法人寿崎育英財団の合

計150名への奨学金交付と指導会が無事終わりました。

役員の先生方のお話や奨学生の近況報告。皆勉強させ

ていただきました。特に奨学生の夢や希望、今の勉強の

姿を見たり伺ったりして、日本の将来は大丈夫と思いまし

た。ありがとうございました。 

○坂本幸樹君 

先週の5年未満会員 IM お疲れさまでした。非常に勉強

になりました。やはり2次会・3次会の井上雅文会員の勢

いは凄かったです。 

 

【例会予定】 

7/7 会長・副会長・幹事就任挨拶 

7/14 常任委員長主任挨拶 

 

【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：7月3日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：理事メンバー初心表明 

 

日時：7月17日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：ポリオについて学ぼう（国際奉仕） 

 

○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：7月2日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：7月26日（土）～27日（日） 

場所：大分 宇佐 

内容：第30回IAC年次大会 

 

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。 

 


