第 41 回例会記録（通算第 2609 回）
平成 26（2014）年６月３０日
2013-14 年度 野口会長・堀川副会長・今村幹事・藤見・坂本両副幹事、一年間お疲れさまでした！

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
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長・幹事会＠ホテルキャッスル
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1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

＠大分 宇佐

4.会長・副会長・幹事 就任挨拶

ございません

会長報告（野口泰則君）
2013−2014 年度、最後の会長報告となります。1 年間、大変

第 3 ロータリアン一人ひとりが、個人として、また事業および社会
生活において日々、奉仕の理念を実践すること。

お世話になり誠にありがとうございました。実は、私が会長職を

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通

仰せつかったとき「何故会長になったのだろう。」という気持ち

じて、国際理解、親善、平和を推進すること。

がございました。しかし、これもロータリーの学びの一つと考え、

付記 「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を

歴史と伝統ある熊本南ロータリークラブの会長としての誇りを使

持ち、また同時に行動を起こさなければならないものであるという

命としまして、今年度を一生懸命に努めてまいりました。会員の

ことで、RI 理事会の意見が一致している。

皆様が望む熊本南ロータリークラブになったのかは分かりませ

ありがとうございました。

ん。しかし、最後の会長報告の壇上より申し上げる言葉は、皆
様への「感謝」の言葉そして、その気持ちしかございません。目

幹事報告（今村浩昭君）

的がなければ、歩み進む方向も分かりません。ロータリーでの

1.日田 RC より創立50周年記念式典参加のお礼が届いておりま

学びはこの世で最も尊い経験と成り得ます。会員の皆様へ心

す。

から感謝申し上げると共に以下に再度「ロータリーの目的」を記
します。

出席報告（永井富士雄君）

ロータリーの目的（旧「ロータリーの綱領」）
ロータリーの目的は、意識ある事業の基盤として奉仕の理念を
奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励
することにある。
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価
値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各
自の職業を高潔なものにすること。

会員数
６１名

出席数
４０名
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71.43％

８５．１９％

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）

例会変更のお知らせ

RC が地区内のお手本になるよう、たくさん出席しては如何でしょう。

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

野田ガバナーが胸を張っていただけるようにしようではありませんか。

[日

後々、野田ガバナー時代、熊本南 RC は素晴らしいクラブでお手本

程] ７月１６日（水）１２：３０～

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため場所変更

にしようと言われたいものです。野田ガバナー年度まで1年あります。

[日

程] ７月２３日（水）１８：３０～

ロータリアンの手引書であり、会員皆様に指導力の勉強をしていた

[場

所] 未定

だく「手続く要覧」をご覧になるとよいと思います。その中に「クラブ

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

理事会及び役員の選出について」の項があります。私は理事会に

[日

出席しておりませんのでわかりませんが、「クラブはより多くの会員

程] ７月３０日（水）１８：３０～

に指導力養成の機会を提供し、かつ様々なアイデアを取り入れる
14-15年度臨時理事会報告（田川憲生君）

ために、毎年役員を交代すべきである。このベストプラクティスは会

予算案の承認について

長と幹事職はもとより、理事会メンバーや委員長職にも適用すべき

①姉妹クラブ特別会計について→全会員10,000円寄付が承認さ

である（中略）役員が2年続けて同じ役職に就くべきでない」とありま

れました。

す。次に委員長役員の方のために、ご存知年間行事を申し上げま

②野田ガバナー年度支援金について→全会員10,000円の寄付。

す。8月会員増強・拡大月間、9月新世代月間、10月職業奉仕月間

また、支援金は「野田ガバナー年度支援」特別会計を新たに設

と米山月間、11月 R 財団月間、11月5日を含む1週間は世界インタ

け、別途管理することが承認されました。

ーアクト週間、12月家族月間、1月ロータリー理解推進月間、1月27

③復興支援ランチについて→14-15年度は行わないことが承認さ

日を含む1週間は追悼記念週間、2月世界理解月間、2月23日はロ

れました。

ータリー創立記念日と世界理解と平和の日、3月識字向上月間、3
月13日を含む1週間世界ローターアクト週間とローターアクトの日、

新入会員自己紹介 2回目（鎌田 剛君）

4月は雑誌月間、6月はロータリー親睦活動月間。各々は「ロータリ

2回目の自己紹介です。今回は仕事についてお話しさせていた

ーの友」に詳しく発表されています。

だきます。有限会社アーバンではレセプタントの派遣を主に行って
います。レセプタントとはコンパニオンと一線を引き、日本バンケット

退会挨拶（渡邉秀章君）

事業協同組合に所属している会社のみが使用できるようになって
います。また、株式会社アーバンスタッフではホテル等での配膳ス
タッフ紹介を行っています。他にもスーパー等マネキンスタッフ紹介
も行っています。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
委員会報告

ご栄転に伴い、6月30日を以て退会となりました、渡邉秀章会員

ございません。

より退会挨拶がございました。今後益々のご活躍を祈念いたします。
ありがとうございました。

寿崎パストガバナー報告
会長賞の授与（野口泰則君）
・世界社会奉仕委員長（塩井泰明君）
・親睦活動委員長（坂本研一君）
・副幹事（藤見泰之君）
6月28日29日の両日、別府で第29回ローターアクト研修会があり
ました。野田ガバナーノミニーのお話は素晴らしいもので、ロータリ
アンもローターアクトも皆さん感動したお話でした。パストガバナー
仲間で素晴らしいガバナーの誕生だと話しておられました。さて、
今日は6月30日。今年度は今日まで。この1年間野口会長・今村幹
事をはじめ、理事・役員の方々ご苦労様でした。この1年は熊本南
RC にとりまして素晴らしい1年でした。野口会長のご指導の賜物で
した。会長・幹事はじめ、各役員・委員長の思いやりの心、奉仕の
実践のお蔭でございました。ありがとうございました。明日7月1日か
ら野田ガバナーエレクトの年度に入ります。ガバナーの勉強と決意
を新たに頑張ってください。熊本南 RC としてもガバナー輩出のクラ
ブとして、ガバナー主催の地区内行事がたくさんあります。熊本南
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会長退任挨拶（野口泰則君）

事のみならず、日常生活や、今後のロータリー活動に存分に有益
な内容のものばかりでございました。大きくはクラブ奉仕ということだ
と思いますが、わがクラブのクラブ奉仕は本当に他クラブと比較に
ならないくらい素晴らしいものを会員向けのサービスとして提供でき
ていると思います。次年度にもぜひ、継承していただきたいところで

会長退任挨拶をさせて頂きます。日々大変でしたがとても良い経

ございます。また、外部に向けての奉仕活動、いわゆる奉仕プロジ

験ができ、お陰様で学び成長させて頂きました。私は不器用です

ェクト部門においても、新しい事業有、継続事業有で、会員の皆様

ので、日々絶えずロータリーの事を考えておりました。そして降りて

方へ奉仕の機会の提供が存分にできたのではないかと感謝申し上

来たインスピレーションを書き溜めてロータリーに向き合い、毎回真

げます。奉仕の機会をご提供いただきました、各委員会の皆様方、

剣勝負の気持ちでおりました。青少年短期交換留学生や年忘れ家

奉仕の機会を得て、ご参加いただきました会員の皆様方に心より感

族会など数々の行事がございましたが、一番の思い出は熊本市域

謝申し上げます。また、内輪の話になりますが、野口会長・今村幹

RC 新春合同例会です。堀川副会長・後藤会員のお二方をリーダ

事 1 年間ご苦労様でした。お二人の運営には、いろいろと学ばせて

ーとして、熊本南ロータリークラブが合同例会を担当し、こちらホテ

いただきました。なによりも、年間通してホーム例会を何よりも最重

ル日航熊本にて開催致しました。ホテル日航熊本様にはご尽力を

要との認識で取り組まれた姿には感動をいたしました。今後ますま

賜り、その節は誠にありがとうございました。熊本市域 RC 新春合同

すのご活躍を期待せざるを得ません。今後ともご指導よろしくお願

例会を境に、我が熊本南ロータリークラブの決断力はさらに高まっ

い申し上げます。最後になりましたが、今年度このような機会をあた

て参りました。この姿こそが熊本南ロータリークラブの伝統と歴史の

えていただいた、野口会長および会員の皆様、なによりこの素晴ら

重みであると考えます。また 2 月のタイプロジェクトでは、念願であ

しい、熊本南ロータリークラブに心より感謝申し上げ、退任の挨拶と

った日本語教育の道筋がつきました。そして 4 月には、台北大同

いたします。

RC 創立 30 周年記念式典に我がクラブより 29 名の会員が参加し、
成功裏に終わりました。さらに 5 月に挙行致しました、第 1 回熊本南

幹事退任挨拶（今村浩昭君）

RC 杯 熊本県水球競技大会はテレビ放送も行なわれ、新世代奉
仕委員の皆様方の活動に光が灯りました。一つひとつの活動を積
み重ねてゆく事で本日を迎える事が出来ました。良い事もありまし
たが力及ばず失敗する事もあり、只々私なりに一生懸命与えられた
事を判断し、決断・実行してきた 1 年でした。最後に、堀川副会長・

2013 年～2014 年、野口年度の幹事という大役を頂き、一年間を

今村幹事・理事・役員の皆様・そして全会員の皆様、またお力添え

無事終わることができますことを、まずは、皆様に感謝いたします。

を賜りました夫人の会の皆様方、事務局の東さんへ心から御礼申し

野口丸が此処まで漕ぎつけたのも皆様方のご協力の賜物です。ほ

上げます。ありがとうございました。

とんど、振り返る余裕もなく今日の日を迎えました。初めての幹事、
一年目の事務局東さんと手探りでスタートし、毎回毎回が一杯一杯

副会長退任挨拶（堀川貴史君）

でした。一年を振り返りますと、短期交換留学生の受入、ガバナー
公式訪問、家族会、新春合同例会、人吉の地区大会、台北大同扶
輪社 30 周年記念式典、年祝い、野田ガバナーノミニー選出など、
アッという間というより、とても長く感じた一年間でした。皆様にお礼
を述べる余裕もありませんでしたので、この場をお借りしまして、皆

2013 年～2014 年度、熊本南ロータリークラブの副会長をさせて

様方に一言お礼を述べさせて頂きます。後藤会員増強委員長には、

いただきました。今年度の理事役員の皆様方と今日の日を迎えら

陰となり日向となり、全ての新入会員の入会に関わって頂きました。

れたことに、心より感謝申し上げます。今年度年頭にあたり、就任の

漆島 R 情報委員長、一年間のインフォーメーションと、先日の新入

際、野口会長を 1 年間お支えしながら、例会プログラムの充実を最

会員 IM お世話になりました。丸山クラブ広報委員長、一年間お疲

重要と考えて取り組んでまいりたい所存をお伝えいたしました。ＳＡ

れ様でした。また、短期交換留学生アマンダの受入、本当にありが

Ａはじめ各委員会の皆様のご協力により、すべての例会が、滞りな

とうございました。山本博史委員長・高宮雑誌副委員長、お二人に

く、今日まできちんと行うことができました。内容も、社会全般の話に

て 12 回のご登壇ありがとうございました。喜讀クラブ管理運営委員

ロータリーの話題を盛り込んだ、最高のロータリー情報の提供とな

長、一年間ありがとうございました。来期のご活躍を祈念します。永

った毎回の会長報告、会員の皆様方への連絡事項も抜け目なく、

井出席委員長には、オリジナルの出席管理表を作って頂きました。

幹事報告によって行われました。また、委員会による、事業報告と

渡邉プログラム委員長、お陰様で一年間安定した例会運営が出来

案内も責任を持ってやっていただきました。スマイルの時間では、

ました。新天地でご活躍下さい。三角スマイル委員長、一年間三角

三角委員長を中心に毎回、楽しい時間となりました。毎回内容に工

カラーを貫かれました、すごいと思います。坂本研一親睦委員長、

夫をいただきまして、ご提供いただいた卓話の時間も、私どもの仕

一年間、お疲れ様でした。来期はゆっくりして下さい。また、短期交
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換留学生チャユの受入、ありがとうございました。会計の玉田委員

○田邉信一君

長、事務局運営委員会，共々、お世話になりました。ＳＡＡの赤澤

野口会長はじめ、本年度の役員の皆様、大変お疲れさまでした。

会員とは熊本南 RC 入会の同期でした。田川奉仕プロジェクト委員

感謝してスマイルします。

長、一年間同じテーブルにご一緒させて頂き有難うございました。

○玉田光識君

井上雅文職業奉仕委員長、2 回の職場訪問を見事に実現して頂き

野口会長はじめ、各理事・役員・委員長はこの1年大変お疲れさ

ました。園田社会奉仕委員長、熊本城マラソン大会お世話になりま

までした。また、三角スマイル委員長のスマイル報告も素晴らし

した。原新世代奉仕委員長、水球大会の交渉、企画、実施。お見

かったですよ。皆様ありがとうございました。

事でした。馬場ＲＡＣ委員長、アクトの例会に出席出来ずにすいま

○田川憲生君

せんでした。短期交換留学生アンナの受入、ありがとうございました。

渡邉さん、ご栄転おめでとうございます。熊本南 RC にとってはと

藤見ＩＡＣ委員長、委員長を受けてくれてありがとうございました。山

ても残念ですが仕方ありません。ご活躍をお祈り申し上げます。

本円国際奉仕委員長、短期交換留学生受入、次年度の送出し、あ

○渡邉秀章君
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りがとうございます。塩井世界社会奉仕委員長、西南ＲＣの田上会

7月1日より名古屋勤務になります。3年間大変お世話になりまし

員とのタイＰＪの日程の打合せお疲れ様でした。塚本姉妹クラブ委

た。熊本のこと、ロータリーのこと、皆様に教えていただき無事過

員長、台北大同扶輪社 30 周年記念式典、お蔭で無事に終えること

ごすことができました。8月から歴史と伝統の熊本南 RC には NTT

が出来ました。渕田Ｒ寿崎奨学会委員長、一年間ありがとうござい

西日本 熊本支店ビジネス営業部長として、明日着任予定の「木

ました。田邉米山奨学会委員長、一年間ジャスティン君のお世話

村仁治（まさはる）」を皆様のお仲間に入れていただきたくお願い

大変でした。ありがとうございました。星野Ｒ財団委員長、一年間お

いたします。3年間ありがとうございました。

世話になりました。委員長の皆様、委員長を補佐頂きました副委員

○永井富士雄君

長の皆様、そして委員の皆様、一年間お疲れ様でした。そして、あ

本年度ホームクラブ出席率100％の野口会長・今村幹事・木村会

りがとうございました。また、理事・役員の皆様には、一年間のご指

員・藤見会員の4名に感謝しスマイルします。

導並びにご支援、ありがとうございました。野口会長、堀川副会長、

○寿崎 肇君

藤見・坂本幸樹両副幹事、お疲れ様でした。そして、ありがとうござ

6月28～29日別府でのローターアクト研修会に出席し、パストガ

いました。熊本南ロータリークラブ 60 年 70 年の未来へ向けて、名実

バナーの話の中でガバナー補佐の勉強会をどうすべきかなどに

ともに№１クラブへ向けての「新たな伝統と歴史の礎」の一助となれ

加え、野田ガバナーノミニーのお話の素晴らしさ、堀川副会長の

ましたら幸いです。次年度田川・喜讀年度の成功を見守らせて頂き

お話も勉強させていただきました。今日から東京でのガバナー懇

ます。拙い幹事ではございましたが、一年間温かく見守って頂き、

親会に出席します。ありがとうございました。

ありがとうございました。

○園田修司君
三角スマイル委員長お疲れさまでした。一見不真面目ながら、ス

●スマイルボックス（三角雄介君）

マイルに対する真剣な思いは伝わってきました。来月からは私が

○野口泰則君

スマイル委員長を引き継ぎます。三角委員長を見習い、一見不
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1年間ありがとうございました。熊本南 RC の看板は重たかったで

真面目に、でも真面目にスマイル報告をしていきたいと思います。

すが、いい経験でした。全会員の皆様へ心より感謝し、会長とし

皆様、ご協力お願いします。

て最後のスマイルをします。

○星野誠之君

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・藤見泰之君

先週金曜日に藤見オプティカルで眼鏡を作りました。何やらあら

坂本幸樹君

ゆるものが透けて見える眼鏡らしく、とても楽しみです。皆さんも

この1年間のクラブ運営にご協力・ご支援いただき、執行部一同

作りましょう。

心より感謝し、スマイルします。

○北口 誠君

○山内昭徳君・濱田定勝君・野田三郎君・塚本 侃君・木村弘訓君

本日は仕事で早く帰らせていただきます。申し訳ありません。

高宮 宏君・東矢憲一郎君・久峨章義君・浅山弘康君
田川憲生君・後藤 博君・漆島典和君・喜讀宣友君
坂本研一君・園田修司君・倉崎保広君・馬場大介君

本年度スマイル累計

星野誠之君・原 裕一君・塩井泰明君・丸山浩之君

¥1,718,670

三角委員長、1年間お疲れさまでした！

古財良一君・井上雅文君・藤見泰之君・坂本幸樹君
三角雄介君・西川尚希君・北口 誠君

【例会予定】

野口会長はじめ、役員の皆様1年間大変ご苦労さまでした。今後

7/14 常任委員長就任挨拶

もお体を大事に公私とも頑張ってください。また、渡邉会員、ご

7/21 祝日のため休会

栄転おめでとうございます。今後益々のご活躍をお祈りします。

7/28 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式
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