第 3 回例会記録（通算第 2612 回）
平成 26（2014）年７月２８日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

2014-15 年 度 R 寿崎奨学生の皆さん、一年間頑張ってください！

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

９/８ ガバナー公式訪問熊本第 4G 合同例
会＠ホテル日航熊本
９/１３ 職業奉仕セミナー＠アスパル富合

4.会員卓話 水野東洋君

来訪者紹介
（夫人の会）
濱田康子様・杉田成様・松本芙充子様
渕田美恵子様・田川まゆみ様・野田珠実様
堀川光江様・井上志津様・古財和代様
園田美香様・イクコ・エリオット様

すと 42 位です。ちなみに九州でトップは福岡県で 52.8％、
全国では 21 位です。大分県 48.1％で 30 位、佐賀県
43.7％で 36 位、宮崎県 43.6％で 37 位、長崎県 42.4％で

（寿崎奨学生）
Nguyen.Tuan.Haianh 君・章 丹芬君・劉 春燕君
于 昆侖君・孫 文静君・黄 讌涵君・李 争徽君
朴 珍河君・盧 一卉君・Nguyen.Van.Hung 君

41 位、次が熊本県、最後に鹿児島県の 41.8％で 44 位で
す。これは平成 21 年度文科省の学校基本調査データです
が、全国トップは京都府 65.8％、2 位が東京で 65.2％、3 位
が広島県で 61.6％です。世界レベルで見てみますと、日本
は 51％で 22 位です。日本はもっと上位にあると思われがち
ですが、先進国の中では中間あたりになります。ちなみにト

会長報告（田川憲生君）

ップはオーストラリアで 96％、2 位アイスランド 93％、3 位ポ

皆様こんにちは。7 月 18 日第１回熊本市域 RC 会長・

ルトガル 89％です。また留学生に関するデータですが、熊

幹事会がホテルキャッスルにて行われました。熊本市域

本県は 2011 年度で 667 名しかおりません。これも福岡県が

には 17 クラブが存在します。第 1 回ということで、各クラブ

ダントツで 10,635 名となっております。このデータから見て

の方針や課題等について話合いがございました。ほとん

も熊本県は留学生の受け入れ態勢が非常に遅れていると

どのクラブが抱えている問題に会員増強があります。会員

思われます。留学生をいかに増やすか、これも熊本県の課

を増やしたい、また辞めていく会員をどうにかしたいという

題ポイントです。

意見が大半でした。幸い熊本南 RC は会員数も多く、新入
会員も獲得できております。熊本南 RC が熊本市域、また
第 2720 地区でも頑張らなければいけないと実感いたしま

13-14 年度臨時理事会報告（野口泰則君）

した。さて、本日は留学生がお見えですので、ここで少し

・神谷平吉会員・渡邉秀章会員の退会について

大学進学に関するデータのお話をしたいと思います。熊

→6/30 付退会が承認されました。

本県の大学進学率は 42.2％です。九州では 6 位、全国で
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

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

○北ＲＣ～定款に基づき休会

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席率

前々回
修正出席率

77.36％

８０．００％

出席数
４１名

出席規定適用免除者

6名

[日

程] ８月１４日（木）１２：３０～

○西南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１４日（木）１２：３０～

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更

欠席記録免除者 4名

[変更前] ８月１４日（木）１２：３０～
[変更後] ８月２３日（土）１９：００～

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

［場 所］ 益城花火祭り
○中央ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１５日（金）１８：３０～

幹事報告（喜讀宣友君）

○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

1.熊本東 RC より創立50周年記念式典出席及び祝電のお礼

[変更前] ８月１９日（火）１２：３０～

が届いております。

[変更後] ８月２３日（土）未定

2.熊本 R 奨学会より13-14年度寄付金明細他が届いておりま

［場 所］ 未定

す。

○水前寺公園ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更

3.熊本りんどう RC より「第３回親子 D ボート大会」のご案内が

[変更前] ８月２０日（水）１２：３０～

届いております。

[変更後] ８月１７日（日）７：００～
［場 所］ 江津湖
○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

例会変更のお知らせ

[変更前] ８月２７日（水）１２：３０～

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

[変更後] ８月２５日（月）１２：３０～

[変更前] ８月６日（水）１２：３０～

［場 所］ 児童養護施設 天使園

[変更後] ８月６日（水）１８：３０～

○水前寺公園ＲＣ～親睦活動のため時間場所変更

［場 所］ 傳

[変更前] ８月２７日（水）１８：３０～

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会

[変更後] ８月２７日（水）１２：３０～

[日

［場 所］ 雑草の森

程] ８月１１日（月）１８：３０～

○城東ＲＣ～定款に基づき休会

○りんどうＲＣ～親睦活動のため日程場所変更

[日

[変更前] ８月２８日（木）１９：００～

程] ８月１１日（月）１８：３０～

○グリーンＲＣ～定款に基づき休会
[日

[変更後] ８月２４日（日）未定

程] ８月１１日（月）１８：３０～

［場 所］ 白川河川敷

○東ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１２日（月）１２：３０～

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日

委員会報告

程] ８月１２日（月）１２：３０～

●世界社会奉仕委員会（野口泰則君）

○西ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１２日（月）１２：３０～

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１３日（水）１２：３０～

○東南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] ８月１３日（水）１２：３０～

タイ・プロジェクトの一環で今年の4月から日本語教

○江南ＲＣ～定款に基づき休会

育支援をしておりますが、その中にダムロン高校とい

[日

うところがあり、真夏40度を超す教室で日本語を学ん

程] ８月１３日（水）１２：３０～

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

でおります。今回このダムロン高校へ有志一同よりエ

[日

アコンを寄贈いたしました。ダムロン高校の校長より

程] ８月１３日（水）１２：３０～

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

感謝状が届いておりますのでご報告いたします。

[変更前] ８月１３日（水）１２：３０～
[変更後] ８月１３日（月）１７：００～
［場 所］ 国際交流会館
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●IAC 委員会（藤見泰之君）

のどこかでさわるルールです。これは20数年前に宇佐八

国際ロータリー第2720地区 2014−2015年度 第30回

幡 RC のメンバーが社会奉仕活動として始め、現在は大

インターアクト年次大会が、7月26・27日の2日間に渡

分県から九州全域に広がっております。生徒全員が農家

り安心院高校体育館と安心院文化会館を会場として

にホームステイ（農泊）するため農家の方が30名程迎え

開催されました。ホスト校は、安心院高等学校、ホス

に来られていました。この農泊は安心院が日本で最初に

ト提唱クラブは宇佐八幡ロータリークラブの皆様で

始め今では１万名以上受け入れているそうです。27日は

「つなぐ 〜未来への架け橋〜」を大会テーマに掲げ、

そのお別れ式がありました。その後の表彰式では野田ガ

熊本・大分のインターアクト生の一生の絆となる実り

バナーエレクトをプレゼンターに8つのインターアクト

多き大会となりました。熊本南ロータリークラブから

クラブが表彰されました。閉会前には「幸せ農泊」のテ

は、お忙しいなか寿崎パストガバナーと野田ガバナー

ーマで安心院グリーンツーリズム物語として、日本で最

エレクトが御参加くださいました。ありがとうござい

初の農泊修学旅行も行われるとのお話もありました。こ

ました。本年の年次大会も大変ありがたく貴重な経験

の度の安心院でのインターアクト年次大会、生徒さん、

をさせていただき心より感謝申し上げます。皆様への

顧問の先生、ロータリアン共々素晴らしい2日間であっ

感謝と共に御支援くださる皆様方のご期待にそえま

たと思います。来年は水俣にて開催される予定です。

す様益々精進いたします。これからもインターアクト
委員会をどうぞ宜しくお願いいたします。
野田ガバナーエレクト報告
7/26-27IAC 年次大会参加のご報告をさせていただき
●クラブ広報委員会（古財良一君）

ます。IAC は 12～18 歳を対象にしており、RI の公式認

ガバナー月信につきまして、今年度より電子版のみ

定プログラムです。役割が大きく分けて二つあります。

となっており、見られる環境のない会員のためにプリ

一つは地域社会への奉仕活動、もう一つが世界理解のた

ントしたものを各テーブルに1部ずつ配置いたします。

めの奉仕活動です。今回地区より約 20 校の IAC より色

電子版がご覧いただけない方はこちらをお読みくだ

んな奉仕活動報告がございました。それを通して二つほ

さいますよう、お願いいたします。

ど感じたことがあります。一つは奉仕に対する考え方が
とても素晴らしいと思いました。損得抜きの相手の立場
を考えた奉仕活動を行っている、これは奉仕活動の原点

寿崎パストガバナー報告

だと思いますし、ロータリーの原点でもあります。もう
一つはこのような素晴らしい高校生たちが今後社会に
出てくるわけですから日本の将来は非常に明るいと感
じました。

第30回のインターアクト年次大会は感動の連続でし

スマイルボックス（園田修司君）

た。開会式前の安心院高校和太鼓の演奏は感動いたしま

○田川まゆみ様・濱田康子様・杉田成様・松本芙充子様

した。開会式の市長はじめ小山ガバナーの話は立派な日

渕田美恵子様・野田珠実様・堀川光江様・井上志津様

本人であれ、国際人であれと激励の言葉でした。１時間

古財和代様・園田美香様・イクコ・エリオット様

の記念公演は東九州龍谷高校安部校長の「百の花を咲か

（夫人の会）

す」という黒田官兵衛如水の魅力と行動哲学の活用の話

毎日暑い日が続いておりますが今日は皆様とご一緒

で、事業経営にも十分活用すべきとのことでした。どん

にお食事をとり、例会に参加できましたことを感謝い

底の時のプラス発想や、平等の考え方を黒田官兵衛は教

たします。

えています。黒田官兵衛の研究者である安部校長のお話

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君

は経営者にとって目頭の熱くなる感動的な話でした。当

本日は夫人の会の皆様、お暑い中例会へのご参加あり

クラブのメンバーにも聞かせたいと講師謝礼を尋ねた

がとうございます。また、寿崎奨学生の皆さんおめで

ら旅費位とのことだったので2～3のクラブにも呼びか

とうございます。例会をお楽しみください。

け講演会をしてはと思いました。その後の交流会では１

○堀川貴史君

７校を4グループにわけてのふうせんバレーボールが行

夫人の会、寿崎奨学生の皆様を歓迎してスマイルしま

われ、当クラブが提唱している国府高校もグループ優勝

す。

しました。体の不自由な方3名を入れた6人で行い必ず体
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【例会予定】
○永井富士雄君・坂本研一君・北口

誠君

8/11 会員卓話

漆島典和君

寿崎奨学生の皆さんのご来訪を歓迎いたします。これ

8/18 会員卓話

濱田定勝君

から1年間ロータリーのイベントにも積極的に参加し

8/25 未定

て交流を深めてください。困ったことがあれば何でも
気軽に相談ください。また、夫人の会の皆さんのご来

【RAC・IACの例会日程について】

訪を歓迎します。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

○原

裕一君

Ⅱ

日時：8月7日（木）時間未定

夫人の会の皆様のご来訪を心より歓迎いたします。ま

場所：牛深市もしくは江津湖

た、渕田様には法人会でも大変お世話になっておりま

内容：流木撤去ボランティアもしくは清掃活動

して重ねてお礼申し上げます。また、園田夫人は北高
の同窓会でご一緒させていただいていますが、今年北

日時：8月21日（木）20：00～

高は県予選大会でベスト4となりました。嬉しくてス

場所：未定

マイルします。

内容：平和学習

○寿崎

肇君

第2720地区 第30回 IAC 年次大会に参加させていただ

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

きました。感動の連続でした。特に黒田官兵衛の解説

日時：8月6日（水）16：00～

で魅力と行動哲学について分かりやすくお話をいた

場所：国府高校「大会議室」

だいたことは大変勉強になりました。

内容：未定

○井上雄一朗君

Ⅹ

本日は夫人の会に私の妻ならびに、わがままを言って

日時：6月20日（水）16：00～

私の亡くなった祖母の妹の大叔母まで参加させてい

場所：国府高校「大会議室」

ただきありがとうございます。大叔母は日本生まれの

内容：未定

アメリカ人です。名前をイクコ・エリオットと申しま
す。現在81歳で、大好きだった祖母に孝行できずにい

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生

たので、祖母の代わりと言ってはなんですが、これを

徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

幸いに昨日今日と孝行しております。昨日は吉行会員
にお世話になり、大叔母と一緒にソフトバンクホーク

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。

ス戦を観戦させていただきました。大叔母にとって日
本の良い思い出の一つになったと思います。イクコち
ゃん、年齢に負けずまた日本に来て下さいね。また、

夫人の会の皆様、ご参加ありがとうございました！

今回長男を台湾へ交換留学生として派遣させていた
だくこと、本当に熊本南 RC に入会してよかったと思
います。熊本南 RC の皆さんに感謝しスマイルいたし
ます。
○古財良一君・園田修司君
本日は私たちの夫人方が参加いたしております。よろ
しくお願いいたします。
○漆島典和君夫人の会の皆様を歓迎いたします。所用の
ため失礼いたします。

14-15年度 寿崎奨学生紹介と奨学金交付
4～7月分の奨学金が交付されました。
（自己紹介は別紙）
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