第 1 回例会記録（通算第 2610 回）
平成 26（2014）年７月７日
2014-15 年 度 田 川 憲 生 会 長 、１年 間 どうぞよろしくお願 いいたします 。

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」

７/１８ 14-15 年度 第 1 回熊本市域 RC 会
長・幹事会＠ホテルキャッスル

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

７/２６－２７ 第 2720 地区 IAC 年次大会
＠大分 宇佐

4.常任委員長 就任挨拶

来訪者紹介
出田 晴彦様（熊本西ＲＣ）
木村 秀崇様（

〃

）

G.W.バークレー様（福岡ＲＣ）

会長報告（田川憲生君）

出席報告（坂本幸樹君）

皆さんとうとう来るべき日がきました。一年先だろうと、ず
いぶん先の事と思っていたのですが、知らず知らずのう

会員数

ちに今年になりました。一年経つのがずいぶん早いなと

６０名

出席率

前々回
修正出席率

69.09％

８３．６４％

出席数
３８名

思っております。いずれにしろ私はロータリー歴 3 年でご
ざいますので、まだまだ未熟者でございます。この運営
についていろいろな形でお世話になり、またご迷惑をお

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）

かけする事があるかと思いますが、出来るだけ皆様方の
総意に基づきながら、いかにこの熊本南ロータリークラブ
を良くするかということに全力をあげてやっていきたいと
思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、
本日の来訪者をご紹介いたします。熊本西ロータリーク
ラブ会長の出田晴彦様、同じく幹事の木村秀崇様。それ
から、福岡よりお越しの西南学院の学長で、福岡 RC の
G.W.バークレー様。どうぞ例会を楽しんでいかれてくだ
さい。会長挨拶は今日はこのくらいにしておきます。後程
会長方針などがありますので、そこでまたご説明したいと
思います。今日はいろいろな内容がございます。ひとつ
よろしくお願いいたします。
熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

幹事報告（喜讀宣友君）
1.国際ロータリー第2720地区 ガバナー 小山康直様・地
区幹事 長縄弘貴様より「新年度を迎えて」のご挨拶が
届いております。
2.小山康直ガバナーより「グローバル補助金プロジェクトチ
ーム メンバー募集について」が届いております。参加希
望の方は事務局 東までお知らせください。
3.ロータリーの友事務所より「ロータリーの友」電子版のご案
内が届いております。

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

例会変更のお知らせ
○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ７月１６日（水）１２：３０～

○西ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ７月２２日（火）１２：３０～

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため場所変更
[日

程] ７月２３日（水）１８：３０～

[場

所] 未定

［誕生祝］
8/4（月）に暑気払いと新入会員歓迎会を予定しておりま

○りんどうＲＣ～親睦会のため場所変更

す。詳細につきましては改めてご案内をいたします。よろ

[日

程] ７月２４日（木）１９：００～

しくお願い申し上げます。

[場

所] 未定

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日

●R 情報委員会（今村浩昭君）

程] ７月２９日（火）１２：３０～

今年度は杉田パスト会長をリーダーに、パスト会長に R

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

情報を提供していただく「3分間スピーチ」の時間を設けた

[日

いと思います。よろしくお願いいたします。

程] ７月３０日（水）１８：３０～

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ７月３０日（水）１８：３０～

◆野田 G 年度地区幹事報告（堀川貴史君）
野田ガバナーエレクト年度に入り、ガバナー年度に向

就任挨拶（出田晴彦様・木村秀崇様 熊本西 RC）

け今後様々な行事等がございますが、随時情報の公開・
ご報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
前会長・副会長へ記念品の贈呈

熊本西 RC 本年度会長 出田晴彦様・幹事 木村秀崇様
より、就任のご挨拶がございました。
野田ガバナーエレクト報告
本年度 第2720地区 ガバナーエレクトに就任いたしまし
た。2015-16 ガバナー年度に向けて頑張ってまいります。今

野口前会長・今村前幹事、1年間大変お疲れさまでした。

後ともご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。また、ガ
バナーエレクト年度につきまして、地区内行事がいくつかご

会長就任挨拶（田川憲生君）

ざいます。大まかな予定をご報告いたします。まず、終了い
たしましたが、7/1-2にガバナー・パストガバナー・ガバナー
エレクトの研修が東京にて行われました。9月・11月にも研修
があり、2015年1月に国際協議会がアメリカにて行われ、こち
らでガバナー年度の方針等発表となります。2・3・4月に地区

2014-2015 年度の熊本南ロータリークラブ会長(第 57 代)

内のクラブに向けて、方針を伝えることとなる予定です。健康

に就任しました田川憲生でございます。まだ、ロータリーに入

に気を付けて頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いい

会して 4 年になったばかりで、詳しいことは分からない状態の

たします。

上、熊本商工会議所会頭という役職をしているだけに、皆さ
んに何かとご迷惑をおかけすると思いますが、何卒、よろしく

委員会報告

お願いいたします。RI 会長のゲイリーＣ．Ｋ．ホァン氏は「ロ

●親睦活動委員会（井上雅文君）

ータリーに輝きを」を年度のテーマとして掲げました。そして、

［誕生祝］

［結婚祝］

「ロータリーをどうか輝かせるかは、皆さん次第です」と問題

該当者なし

提起しています。また、第 2720 地区のガバナー小山康直氏

倉崎保広君

7.11

吉本栄一君

7.17

は「ロータリーを学び直し 新たな第一歩を踏み出そう」をス

星野誠之君

7.23

ローガンとしています。両者に共通するのは、ロータリーの現

鎌田 剛君

7.31

状を何とかよりいい方向に変えたいとの強い意志を持ってお
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られると言えると思います。私も全く同感です。野口泰則直

ました。出席委員長、雑誌委員長、職業奉仕委員長、親睦

前会長をはじめ、これまで歴代会長が頑張って見られた足

活動委員長、クラブ管理運営委員長を２回させていただき今

跡と実績を大切にして、熊本南ロータリークラブの新たな実

回の幹事に至ります。今年で 9 年目になります。職業分類は

績を皆さんと一緒になって作っていきたいと思っています。

建物解体です。職業柄壊すのが得意ですが、本年度は当ク

会長就任を前に会員の方々に集まっていただき、熊本南ロ

ラブの歴史と伝統だけは壊さないように、悪しき部分だけにメ

ータリークラブの在り方について、率直にご意見をいただき

スをいれるように努め、SCRUP & BUILD の精神で少しでも良

ました。とても参考になりました。それをもとに、私としては、ロ

いクラブとなるようお手伝いをしていきたいと思っております。

ータリークラブの原点をしっかりと見つめ、会員にとって「た

いよいよ田川丸が出航しました。ここにくるまで本年度理事

めになるロータリークラブ」を目指していきたいと思います。そ

役員を集めてのクラブの方向性の検討会やクラブ協議会で

のためには、「楽しい例会にする」「卓話や会長あいさつを魅

の本年度のやり方の検討などを行い本年度に備えてきまし

力的なものとする」「お互いの仕事をもっと知り、自らのビジネ

た。ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ会長テーマ「ロータリーに輝き

スに生かす」「ベテランと若い会員との交流を活発化させる」

を」、第 2720 地区 小山康直ガバナーのスローガン「ロータリ

-などです。これらは、会員の皆さんが思っておられる事ばか

ーを学び直し 新たな第一歩を踏みだそう」を受けて田川会

りだと思います。決して、難しい事ではないと思います。それ

長も、原点をみつめ、「会員にとって、より楽しく、よりために

ぞれの会員が、こうした事を再度、問題点として真剣に考え

なるロータリークラブ」を目指しておられます。私も思いを一

ていただき、新たな一歩を踏み出していただきたい。そうす

つにしてその実現に向け邁進する所存です。熊本商工会議

ることで、熊本南ロータリークラブがさらに輝き、存在感を高

所会頭他要職を務めておられる田川会長の下で幹事をさせ

めることになると思います。皆さんのお話しをお聞きし、新し

ていただくことは大変光栄なことではありますが、責任と重圧

い取り組みとして、例会では、①ロータリークラブの勉強をす

は計り知れません。私自身が本年度会長を務める位の気持

る三分間スピーチを行う②月１回は、３人の会員が自社のＰ

ちで臨まなければいけないと思っております。田川会長との

Ｒなどを行い、ビジネスチャンスを作っていくビジネス例会と

付き合いは長くはありませんがその人物像に心底惚れており

する。また、クラブ協議会は単なる報告会ではなく、クラブが

ます。最初は雲の上の存在でしたが、一緒に食事をしたりす

抱える諸問題について協議し、方向を決める性格を強める-

るなかで感じたのは全然偉ぶらないし、気さくで、何事も中

など実施していくつもりです。歴史と伝統を重んじながら、皆

立の立場で原理原則に基づいてものを言われ、実際に行動

さんと一緒になって「とってもいいクラブ」にしていきたいと思

に移す決断力を持っておられるということです。会長方針に

います。１年間どうぞよろしくご指導ください。

書かれた具体例を実行していけばきっと「とってもいいクラ
ブ」になるはずです。ＲＩ、地区ともＩＴ化・デジタル化を推し進

副会長就任挨拶（渕田俊郎君）

めています。当クラブでもその流れに沿いＩＴ化・デジタル化

皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました渕田で

を進める必要があります。かくいう私もアナログではあります

ございます。今期の副会長を仰せ付かりました。どうぞよろし

が、少しでも時代についていきたいと思います。歳の問題で

くお願いいたします。先程スマイルでご報告しましたが、私事

はなく、やる気、好奇心の問題かもしれません。古財ＩＴリー

ですが5月12日から3週間ほどの予定で病院に入りましたとこ

ダーのもと少しでもペーパーレス化や学ぶ姿勢がでてくれば

ろ、色んな所が悪いことが見つかりまして、結局46日間の入

良いなと思います。入会以来、親睦と奉仕は表裏一体と教え

院になりました。今期の非常に大事な時期に長期間休ませ

られ今もその考えは変わりません。同時にやっていくものだと

て頂きました事を心からお詫び申し上げます。先程田川会

思います。本年度も野田ガバナーエレクト、久峨平和フェロ

長からお話頂きましたように、今期は色んな事に挑戦・計画

ーシップ・ポリオプラス・ＶＴＴ委員会 委員長をはじめ多くの

されておりますので、それに従いまして微力ではございます

メンバーに地区出向して頂いております。しっかりクラブにフ

がしっかり務めさせて頂きたいと思います。どうぞよろしくお

ィードバックして頂くとともに支援の必要もあります。特にポリ

願いいたします。

オプラスの募金は額を増やしたいと思っていますのでご協力
を宜しくお願い致します。また、3 月 21・22 日の大分での地

幹事就任挨拶（喜讀宣友君）

区大会は多くのメンバーで参加したいと思っています。寝食
を共にする旅先では新たな発見があり更に親睦が深まるは
ずですし、次年度野田ガバナー年度の協力にも繋がるはず
です。ぜひ一緒に行きましょう。最後に地区研修・協議会の
幹事部会でいただいた「幹事心得 10 箇条」を皆様に発表し

2014-2015 年度 熊本南ロータリークラブの幹事を仰せつ

自らの戒めとしたいと思います。

かりました喜讀宣友です。私は平成 17 年に、現在は退会さ

第１条

「幹事は、クラブの肝心要である。」

れました際田会員と会長エレクトの後藤会員の推薦で入会し

第２条

「幹事は、会長の女房である。」
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第３条

「幹事は、クラブの書記である。」

○高宮 宏君

第４条

「幹事は、クラブのスチュワーデス、スチュアート

いよいよ新年度のスタートですね。田川会長・喜讀幹事

である。」

頑張ってください。

第５条

「幹事は、ロータリーの博士である。」

第６条

「幹事は、ロータリーの演出家である。」

田川年度のスタートおめでとうございます。田川会長・喜

第７条

「幹事は、ロータリーの宣伝カーであれ。」

讀幹事のご活躍を祈念申し上げます。

第８条

「幹事は、ロータリーの清涼剤ある。」

第９条

「幹事は、ロータリーの防腐剤である。」

第１０条

○永井富士雄君

○寿崎 肇君
新年度田川会長・喜讀幹事はじめ、役員・委員長の皆様

「幹事は、この一年間、ロータリーの囚人であ

おめでとうございます。野田ガバナー年度まで準備期間

る。」

は1年。野田ガバナーのホームクラブは素晴らしいとお褒

そんな感じ（幹事）でやっていきますので一年間宜しくお

めを頂きたい。地区の模範になりたい。また、1つでも第3

願い申し上げます。

ゾーンで表彰されるものを作りたいものです。野田ガバ
ナーエレクトにはお体に十分お気をつけになり、歴代ガ

●スマイルボックス（園田修司君）
○出田晴彦様・木村秀崇様（熊本西 RC）

バナーのトップのガバナーをお努めなさいますよう、心よ
Ⅲ

りお祈りいたします。

熊本西 RC の会長 出田晴彦と幹事の木村秀崇です。熊

○浅山弘康君

本南 RC の皆様にはいつも大変お世話になっております。

田川年度スタートおめでとうございます。恐縮ですが、所

ありがとうございます。皆様との友好とご健康を祈念申し

用のため途中退席いたします。

上げてスマイルいたします。

○喜讀宣友君

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・藤見泰之君

渕田副会長おかえりなさい。お待ちしておりました。出番

西川尚希君

です。

いよいよスタートしました。本年度はこの体制でやってい

○野田三郎君

Ⅴ

きますので1年間ご協力よろしくお願いいたします。また、

今月7月より RI 第2720地区ガバナーエレクト年度に入り

ご来訪の熊本西 RC 出田会長・木村幹事、福岡 RC

ました。熊本南 RC 会員の皆様には日頃からご支援・ご

C.W.バークレー様を歓迎いたします。初日でバタバタす

協力をいただいていますことに感謝申し上げます。これ

るかと思いますが、例会をお楽しみください。

から1年かけて2015-16年のガバナー年度に向け、準備

○高宮 宏君

を進めて参ります。今後ともご指導・ご支援いただきます

熊本西 RC 出田会長・木村幹事、ようこそいらっしゃいま

よう、どうぞよろしくお願いいたします。

した。頑張ってください。

○三角雄介君

○杉田辰彦君・堀川貴史君・今村浩昭君・岩野衆次君

園田スマイル委員長、1年頑張ってください。スマイル委

西南学院学長 G.W.バークレー様のご来訪を心より歓迎

員長はとても楽しいですよ。うらやましいです。

いたします。OB として、益々の学院の発展をお祈りいた

○北口 誠君

します。

園田さんの初スマイル報告を祝してスマイルします。三

○野田三郎君・山内昭徳君・木村弘訓君・久峨章義君

角さんのクオリティを上回る活躍を期待しています。

後藤 博君・堀川貴史君・漆島典和君・坂本研一君

○渕田俊郎君

Ⅴ

古財良一君・星野誠之君・井上雅文君・北口 誠君

この度は思いがけなく長期入院になってしまい、皆様に

田川会長・喜讀幹事をはじめとする新執行部の皆様の

はご迷惑をお掛けしました。お陰さまでようやく出席でき

船出を祝してスマイルいたします。

るようになりました。ありがとうございました。

○野口泰則君・今村浩昭君

○園田修司君

いよいよ田川丸の出航です。喜讀幹事、そして執行部の

スマイル委員長を拝命しました園田修司です。前年委員

皆様、今後1年間のご活躍を心よりお祈りします。

長である三角会員を見習い、楽しいスマイル報告をして

○古財良一君・丸山浩之君

いきたいと思っております。話は変わりますが、本日は息

田川新執行部のスタートを心より歓迎いたします。渕田

子の2歳の誕生日です。元気に育ってくれたことに感謝

副会長の復帰、心よりおめでとうございます。お待ちして

しスマイルします。

おりました。

○平尾豊幸君
今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。
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