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14-15年度 青少年短期交換留学生の皆さん、引率会員の皆さん、大変お疲れさまでした！ 

については変更がないようですが、九州産交が行うものに

ついては見直すとのことで、当初建物の構造を鉄筋コンク

リートで予定していたところを鉄骨に切り替え、また、仕様

の変更等を行い、当初の予算額で何とか抑えたいというこ

とでした。オフィスも今のところ入っていますが、工事費が

高くなってしまうと出ざるを得ない、今この問題に全力を挙

げて取り組んでいるとのことでした。問題はこの事業認可申

請を 9 月に予定していましたが、3 カ月ほど遅らさざるを得

ないということです。さらに、県民百貨店をどうするのか、移

転せざるを得ないのですが、移転の際に補償費用を支払

わなくてはいけません。この補償費用は事業が認可されま

せんと出ませんので、3 月までに何としても事業認可されな

いといけない、という出口が決められています。もう一つの

出口が消費税の増税問題です。皆さんご存知の通り、工事

の請負契約は着工の半年前までに終わらせる必要があり

ます。非常に切羽詰った状況にあるという説明でした。11

月に熊本市長選挙がございますが、この桜町の再開発問

題は争点になってくるのではないかと思われます。いずれ

にしろ熊本にとっては非常に大きな事業でございますの

で、またご報告させていただきます。 

会長報告（田川憲生君） 

  皆様こんにちは。8/6 より始まりました、青少年短期交

換留学事業が本日で無事終了となります。第 1 班の引率

者の皆様、大変お疲れさまでした。交換留学生と第 2 班

の引率者は本日帰国予定です。心配された台風もなんと

か避けられ安堵しております。さて、本日は桜町の再開発

についてお話しさせていただきます。先日九州産交の矢

田社長がお見えになられ、一部報道もされておりますが、

その説明がございました。この1年間で工事費が20％アッ

プしているということで、具体的にはこの 1 年間で鉄骨が

158％、鉄筋が 120％、型枠が 154％、セメントが 200％、

労務費が 30～40％アップ、さらに東京オリンピック及び東

北の震災復興事業に人が採られており、人手不足が深刻

化しているということです。今は地下 20ｍ位のところに基

礎工事をしているそうですが、調査をしたところ弱く悪い

地層と判明し、結局のところ地下 43ｍまで掘る必要があ

り、これだけでも 10 億ほどかかるとのことでした。こういうこ

とから事業費が計画の 520億円より 600億円超になってし

まい、大幅に計画を見直さざるを得ないことになったという

ことでありました。基本的にはバスターミナルと MICE 施設 
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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  

 

 

 

第 5 回例会記録（通算第 2614 回）  

平成 26（2014）年８月１１日 

    

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」 

 

来訪者紹介 

黄 讌涵君（寿崎奨学生） 
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定例理事会報告（田川憲生君） 

・木村仁治様の入会について ⇒承認されました。 

・9/8（月）例会について 

 ⇒ガバナー公式訪問熊本第4G 合同例会に振替が承認さ

れました。（17：30集合 18：00～例会） 

・10/20（月）例会について 

⇒観月会例会（18：30～）とすることが承認されました。 

 

出席報告（坂本幸樹君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

５９名 ３５名 67.31％   ８８．８９％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 4名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

幹事報告（喜讀宣友君） 

1.RI 第2720地区 小山ガバナーより「第13回ロータリー全国

囲碁大会」開催のお知らせが届いております。参加希望

の方は事務局 東までお知らせください。  

2.青少年短期交換留学事業に伴い、8/8大同扶輪社例会に

出席し、バナーをいただきました。 

3.9/8（月）ガバナー公式訪問熊本第4G 合同例会の出欠回

答が未提出の方は至急回答をお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ８月１９日（火）１２：３０～ 

[変更後] ８月２３日（土）未定 

［場 所］ 未定 

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ８月１９日（火）１２：３０～ 

[変更後] ８月１９日（火）１８：３０～ 

［場 所］ オーデン 

○水前寺公園ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更 

[変更前] ８月２０日（水）１２：３０～ 

[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 

[変更前] ８月２７日（水）１２：３０～ 

[変更後] ８月２５日（月）１２：３０～ 

［場 所］ 児童養護施設 天使園 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ８月２７日（水）１８：３０～ 

[変更後] ８月２７日（水）１２：３０～ 

［場 所］ 雑草の森 

 

 

○東南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ８月２７日（水）１８：３０～ 

[変更後] ８月２４日（日）未定 

［場 所］ 日田方面 

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] ８月２８日（木）１９：００～ 

[変更後] ８月２４日（日）未定 

［場 所］ 白川河川敷 

 

本日のロータリー情報（杉田辰彦君） 

 

 

 

 

 

本日は「四つのテスト」についてお話したいと思います。こ

の「四つのテスト」ができましたのは今から82年前の1932年で

す。シカゴロータリークラブのハーバート・テーラーさんが提

唱したもので、彼が倒産の危機に瀕していた会社の社長に

就任した際に全員が倫理的なターゲットを掲げて、正しい営

業活動を行えば必ず会社が再建できるのだということを実証

するために、画期的な経営管理の指針を考え出したものが

この「四つのテスト」であります。これは非常に意義あるテスト

です。皆さんにもしっかりと知っていただきたいことです。 

「四つのテスト」 

①真実かどうか 

②みんなに公平か 

③好意と友情を深めるか 

④みんなのためになるかどうか 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

 

 

 

 

 

まず横書きの方からで 3 ページを開けて下さい。RI 会

長メッセージで「会員増強で奉仕の仲間を増やす」テー

マで今日の増強の記事です。まずびっくりするのは配偶

者をロータリーにと提案されています。いかがなものです

か？次に新しい取り組みが出ています。それは新会員推

薦者のための認証ピンです。新会員をロータリーに入会

させると、ロータリーの徽章と一緒に着ける特別な認証ピ

ンがもらえるそうです。次に 8 ページにうつります。ここに

名古屋東南 RC の会員増強の実践活動が出ていまして、

このクラブには同好会が 20以上あり同好会の活動が大い

に増強に役立ったとのことです。11 ページには帯広西
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RCが行っている和食を愛する会には好評で 80％の出席

があり年 3 回開催されている様です。このように会員同士

の親睦が深まることにより退会阻止と新入会員への勧誘

の場の提供になるのかもしれません。次に 14 ページにフ

ェイスブックの交流の記事が出ています。読んでみて下さ

い。次に 20 ページの下段にシドニーの国際大会で日本

の堺フェニックス RC の会員同士の結婚式を挙げられたと

のおめでたい記事が出ています。25 ページ 2014〜2015

年度RIおよびロータリー財団の国内委員の名簿が掲載さ

れています。2段目に杉谷 RI理事、右ページの第 3ゾー

ンに木下パストガバナーの名前が出ています。34 ページ

に最初に紹介した認証プログラムの手紙の要領が出てい

ますので会員維持増強委員長さん、どうぞよろしくお願い

致します。次に 35ページに今後の RI国際大会の予告が

出ています。2015年6月6日〜9日ブラジル・サンパウロ、

2016年 5月 29日〜6月 1日韓国・ソウルとなっています。

37 ページの上段に熊本平成クラブの時間変更が出てい

ます。第 4例会が 18：30開会に変更です。次に縦書きの

方で、表紙の裏ページに「ポリオのない世界まであと少

し」と呼びかけています。9 ページのわが町のコーナーは

佐世保市が出ています。大型店の進出に対しての商店

街の危機をどうして防御したのかという内容であり佐世保

中央 RC の竹本会員の活躍が紹介されています。その中

で「商店街には物を売り買いする経済的役割の他に人々

の出会いの場となる社会的役割、そして情報を発信する

文化的役割がある」という竹本会員の持論が出ています

が全くその通りと思います。熊本市の色々なイベント・火

の国まつり等の検証も必要であり、下通・上通商店街の午

後 7 時半頃の閉店によるシャッター通りをどう対応するか

等、田川会長を囲んでの IM を開いてみてはとここで提案

します。14ページに「クラブの会員」というテーマで福島南

RC の会員よりの記事で意外に知られていない事が出て

います。「クラブは年齢 35 歳未満の会員の会費と入会金

を免除できる」とあり「できる」とは免除してもしなくても強制

されるものではないと解釈すべきと思うが、それでいいの

でしょうか？この件は後程パストガバナーにでも回答頂け

ればと思います。30 ページに熊本江南 RC の「熊本市の

水源涵養林植樹」の記事と写真が出ています。等々、前

期には我々のクラブの投稿がありませんでした。誠に残

念です。先日のやな場の暑気払い＆新入会員歓迎会の

記事を投稿してみてはいかがでしょうか？ 

 

●親睦活動委員会（井上雅文君） 

   親睦活動委員会の IM を8/27（水）開催でご案内い

たしましたが、都合により8/25（月）例会終了後、例

会場にて行いますのでよろしくお願いいたします。ま

た、誕生祝のマグカップ用写真を未提出の方は、メー

ルもしくはプリントしたものでも結構ですので提出

をお願い申し上げます。 

 

スマイルボックス（園田修司君） 

○田川憲生君・喜讀宣友君 

本日の卓話者、漆島会員にスマイルいたします。目標

の 70 名達成できるように皆で頑張って行きましょう。 

○田川憲生君 

台湾への短期交換留学事業が今日無事終了します。ご

苦労様でした。心配された台風の影響も少なくてよか

ったと思います。私は参加できず申し訳ありませんで

した。 

○喜讀宣友君 

  台北大同扶輪社との青少年短期交換留学事業に参加

し無事帰ってきました。本日留学生全員帰国予定です。

今回は娘と姪も参加させていただき、よい経験をさせ

てもらいました。熊本南 RC に在籍させていただいて

いることに感謝しスマイルいたします。 

○野口泰則君・今村浩昭君 

  姉妹クラブ、台北大同扶輪社との短期交換留学事業は

無事進行中です。野口、今村は台風をかき分けて帰っ

てきました。無事報告のスマイルです。 

○井上雅文君・古財良一君 

  先週、暑気払い＆新入会員歓迎会を甲佐町やな場にて

開催させていただきました。遠方にもかかわらず多数

のメンバーにご参加いただき、ありがとうございまし

た。至らない点も多々あったかと思いますが、ご参加

いただきました皆様に盛り上げていただき、事故もな

く事業を行えたことに感謝しています。また、本日の

漆島会員の卓話を楽しみにしています。 

○星野誠之君  Ⅱ 

  親睦活動委員長の井上雅文さん、暑気払いを欠席して

しまい、すいませんでした。お詫びのスマイルです。

それから8/6～8まで台湾に行ってまいりました。ご参

加の皆さんご苦労様でした。特に山本 円さんにはい

ろんな所に連れて行ってもらいありがとうございま

した。感謝のスマイルです。 

○寿崎 肇君   

  30年ほど前に熊本南 RC が開催しました熊本市中学生

バドミントン大会が今年は8/19熊本県立体育館で行

われます。800名ほどの選手の顔、同級生の黄色い声

での大声援、お母さん方のお顔など楽しいひと時です。

お時間が許されれば応援にお越しください。今日は税

友会の理事会のため早退させていただきます。 

○永井富士雄君 

  先週開催されました暑気払い＆新入会員歓迎会には

所用のため出席できませんでした。井上委員長、新入

会員の皆さんはお詫びのスマイルです。 
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○久峨章義君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○木村弘訓君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

◆14-15年度 寿崎奨学生 黄讌涵君へ8月奨学金交付 

 

 

 

 

 

黄讌涵君は10～2月までオーストラリアへ短期留学の

ため、日本滞在中（8、9月、2015/3月）のみ例会にて

直接奨学金が交付されます。 

 

●会員卓話（三角雄介君） 

  「会員増強について」 漆島典和君 

 

 

 

 

 

  会員増強で成果を生む10の心得 

①強い使命感 

②熱意を込めて 

③積極的に 

④継続的に 

⑤目標を定めて計画的に 

⑥自信と誇りをもって 

⑦全会員に誠意を示して 

⑧充分な資料を備えよう 

⑨SAKUJI大作戦でホームクラブから全国へ 

⑩新会員のオリエンテーションは確実に 

 

会員増強（SAKUJI 大作戦）日本における会員増強達成の

ために行うサクセスジャパン作戦（SAKUJI 作戦）の概要 

RI理事会が 2015年 6月末までに会員数を 130万人にする

決議をし、それを受けて田中作次 RI 会長は今年度日本国

内 10万人の達成を強調され、その実現に向けて企画された、

地区の枠を超えた全国レベルでの新会員獲得運動です。 

ステップ 1 

①会員が、日本にいる信頼できる（ロータリアンに相応しい）

友人や知人を紹介する。 

②紹介者は本人に紹介をした旨連絡をする。 

③会員が書いた紹介状をクラブで集め、地区で取りまとめ   

る。 

④地区は、仕分けをし、33 地区に送る。 

ステップⅡ 

①地区は、この紹介状による増強(作戦)に賛同するクラブを

募集する。 

②クラブは概況を記した申請用紙を提出、地区はクラブ一覧

表を作成する。 

③紹介状を受け取った地区は、地区委員が『ロータリーのし

おり』と登録クラブ一覧表をもって、面会。Ａ入会希望 Ｂ入

会見込みあり Ｃ考慮するＤ見込みなしの判断をする。Ａと

Ｂについては希望クラブを聞いて、地区増強委員長がクラ

ブ会長宛に推薦状と紹介状コピーを送付。クラブは本人と

面会の上、会員選考など正規の手続きに入る。 

ステップⅢ 

①手続きを引き継いだクラブは、地区に経過を報告 

②地区は、クラブでの進行状況を管理 

③入会者を迎えたクラブは、地区、紹介者へ報告 

④第１次目標終了後、地区は月毎にゾーンのＲＣに入会者

数を報告 

ＲＣはゾーンごとに集計をして、ＲＩ理事、ＲＩ会員増強委員

に報告 

 

【例会予定】 

8/25 青少年短期交換留学生報告会 

 

 

8/6～11青少年短期交換留学事業＠台北 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


