第 8 回例会記録（通算第 2617 回）
平成 26（2014）年９月１日
NTT（株）熊本支店 木村仁治様の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！

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

９/１３ 職業奉仕セミナー＠アスパル富合
９/２１ 米山セミナー＠水前寺共済会館
１０/４-５ RLI 第１回クラブ研修リーダー
育成セミナー＠大分

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.代表会長･代表幹事報告
4.小山康直ガバナーアドレス

小林裕幸様（株式会社九州クラフト工業）
黄 讌涵君（寿崎奨学生）
かと思います。「知っている」と「できる」では大きな違いがありま
す。今日は防災の日ですので、こんな時に自分自身、家族の備
会長報告（渕田俊郎君）

えを考える事も大事ではないでしょうか。

皆さん、こんにちは。今日は田川会長が出張の為、お休みで
ございますので代行をさせて頂きます。本日は熊本南ロータリー

定例理事会報告（渕田俊郎君）

クラブの 57 回目の創立記念日でございます。このクラブを今日

・野口泰則会員の出席記録免除について ⇒承認されました。

まで育てて頂きました先輩会員の方々に敬意を表したいと思い

・事務局プリンター購入について ⇒承認されました。

ます。さて、今日は防災の日でございます。防災の日は関東大

・広島土砂災害義捐金について

震災が発生した日であると共に暦の上では二百十日に当たり、

⇒クラブより 10,000 円寄付で承認されました。

台風シーズンを迎える時期でもあり、地震や風水害等に対する

・クールビズの終了日について

心構え等を育成するために昭和 35 年（1960 年）に創設されてい

⇒9/30 を以て終了することが承認されました。

ます。今年を振り返りますと、雨や曇りの日が多く夏場の行楽地

・9/8G 公式訪問熊本第 4G 合同例会時スマイルについて

のお店、飲料業界等はかなりの業績不振だったようですし、農

⇒全員スマイル（R 財団ポリオプラス寄付）とすることが承認されま

作物も日照不足で育成が悪く、生産不良がたたり高値が続いて

した。

いるようです。又、全国各地で台風、集中豪雨等、異常気象によ
る被害が続出しました。特に広島県の土砂災害の酷さに驚きま
した。2 年前、熊本県でも九州北部豪雨により、阿蘇・大津地区
に大きな災害をもたらしました。昨今は、自分たちの周りで、い
つ自然災害が起こるか分かりません。先週金曜日の明け方に熊
本市で震度 4～3 の地震が発生しました。日頃から自己防災対
策や地域の防災情報等を周知し、備えをしっかりしておくことが

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席数
４０名

出席率

前々回
修正出席率

75.47％

８８．８９％

出席規定適用免除者

5名

欠席記録免除者 4名

大事だと思います。又、もしもの時、避難場所、避難経路等、実
際に歩いてみて場所の周囲の状況を確認しておくとさらに安心
ではな

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

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

幹事報告（喜讀宣友君）

○水前寺公園ＲＣ～合同例会のため場所変更

1.ガバナー事務所より、広島土砂災害義捐金のお願いが届いてお

[変更前] ９月１０日（水）１２：３０～

ります。

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

2.徳永 G 補佐より、会員維持増強についての冊子が届いておりま

［場 所］ ホテルキャッスル

す。

○北ＲＣ～合同例会のため日程変更

3.天草中央 RC より、創立30周年記念誌が届いております。

[変更前] ９月１１日（木）１２：３０～

4.9/8（月）例会は、ガバナー公式訪問 熊本第 4G 合同例会（18：

[変更後] ９月１０日（月）１２：３０～

00～）に振替となりますので昼例会はございません。ご注意くだ

○西南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

さい。

[変更前] ９月１１日（木）１８：３０～

5.9/8（月）ガバナー公式訪問 熊本第4G 合同例会は、17：30～写

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

真撮影を行いますので、ご出席の方は17：00までに会場へお越

［場 所］ ホテル日航熊本

しください。

○北ＲＣ～合同例会のため日程変更

6.9/15（月）例会は祝日のため休会、9/22（月）例会は定款に基づ

[変更前] ９月１１日（木）１２：３０～

き休会です。ご注意ください。

[変更後] ９月１０日（月）１２：３０～

7.ガバナー事務所より、ロータリーの友特集記事についてのご案内

○熊本ＲＣ～合同例会のため日程変更

が届いております。該当事例がございましたら、事務局までお知

[変更前] ９月１２日（金）１２：３０～

らせください。

[変更後] ９月１０日（月）１２：３０～
○中央ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

例会変更のお知らせ

[変更前] ９月１２日（金）１８：３０～

○城東ＲＣ～合同例会のため日程変更

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

[変更前] ９月８日（月）１２：３０～

［場 所］ ホテル日航熊本

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

○05福祉ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

○グリーンＲＣ～合同例会のため日程変更

[変更前] ９月１６日（火）１２：３０～

[変更前] ９月８日（月）１８：３０～

[変更後] ９月１７日（水）１３：３０～

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

［場 所］ 三愛高原ホテル

○西稜ＲＣ～合同例会のため日程変更

○菊南ＲＣ～合同例会のため時間場所変更

[変更前] ９月８日（月）１８：３０～

[変更前] ９月１７日（水）１２：３０～

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

[変更後] ９月１７日（水）１３：３０～

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更

［場 所］ 三愛高原ホテル

[変更前] ９月９日（火）１２：３０～

○水前寺公園ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更

[変更後] ９月９日（火）６：３０～

[変更前] ９月１７日（水）１２：３０～

［場 所］ 県総合運動公園

[変更後] ９月２１日（日）７：００～

○東ＲＣ～合同例会のため日程変更

［場 所］ 水前寺公園

[変更前] ９月９日（火）１２：３０～

○りんどうＲＣ～合同例会のため時間場所変更

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

[変更前] ９月１８日（木）１２：３０～

○西ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

[変更後] ９月１７日（水）１３：３０～

[変更前] ９月９日（火）１２：３０～

［場 所］ 三愛高原ホテル

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

○中央ＲＣ～職場訪問のため時間場所変更

［場 所］ ホテル日航熊本

[変更前] ９月２６日（金）１８：３０～

○平成ＲＣ～合同例会のため場所変更

[変更後] ９月２６日（金）１８：００～

[変更前] ９月１０日（水）１２：３０～

［場 所］ パティスリービジュー

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

○西ＲＣ～親睦会のため場所変更

［場 所］ ホテルキャッスル

[変更前] ９月３０日（火）１８：３０～

○江南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

[変更後] ９月３０日（火）１８：３０～

[変更前] ９月１０日（水）１８：３０～

［場 所］ 常通寺

[変更後] ９月８日（月）１８：００～
［場 所］ ホテル日航熊本

2

◆新入会員自己紹介 1回目 （木村仁治君）

タリアンです。彼らを応援することは、私たちの組織全体の

氏名：木村仁治君

未来を応援することであると結ばれています。8～11ページ

生年月日：昭和47年1月17日

までは海外への支援活動の記事、12～17ページまでが国内の

勤務先：NTT 西日本株式会社 熊本支店

奉仕活動の記事です。特に13ページより、我々第2720地区の

推薦者：田川憲生君・喜讀宣友君

山鹿 RC の奉仕活動の記事が出ています。内容は「孝子孫次
郎賞新設」で、親孝行を推進する目的で「深く温かな心で育

◆野田ガバナーエレクト報告

ててくれた両親、そして祖父母を敬い、尊ぶ心を今こそ育て

8/31ホルトホール大分にて行われました、RI 第2720地区 財団

る」ことが必要な時代とし、この賞を新設されたようです。

学友・奨学金委員会研修会参加の報告及び、9/2-3に行われま

次に18ページに若い世代の心をつかむ8つのアイディアが出

す、ガバナーエレクト研修会参加予定の報告がございました。

ています。1.いつもとは一味違ったイベントを2.伝統を見直
す3.ロータリーを紹介する媒体を考える4.会費を工夫する5.

委員会報告

例会にとどまらない出席・参加6.会員が参加しやすいイベン

●親睦活動委員会（井上雅文君）

ト企画7.計画の初段階から若い会員に参加してもらう8.家

［誕生祝］

［結婚祝］

族で参加しやすい行事や活動、です。次に26ページに2015年1

田邉信一君

9.1

三角雄介君

9.6

月より人頭分担金の請求方法が変わるとのことです。オンライン

堀川貴史君

9.3

古財良一君

9.10

処理により簡素化されます。30～33ページには東日本大震災の

井上雅文君

9.3

各クラブ支援活動記事が出ています。34ページに米山記念奨学

丸山浩之君

9.14

事業の基礎知識が出ています。ここは是非読んで下さい。下段

坂本幸樹君

9.27

に寄付の種類が出ていますが、我々のクラブはクラブで決めた
金額を自動的に寄付する「普通寄付金」に偏っていますが、個
人・法人で任意に寄付する「特別寄付金」が少ないように思いま
す。37ページに RI 国際大会が2017年米国アトランタに決定した
こと、2013年7月1日現在のロータリアン総数等が記載されていま
す。縦書き、4～8ページは2014年3月1日の第2700地区第7グル
ープ IM 講演「環境のまちづくり」要旨が出ています。ごみ対策に

［誕生祝］

［結婚祝］

ついてのアイディアや難しさについての貴重な話です。次に「わ
がまちそしてロータリー」岡山県真庭市の記事です。真庭 RC の

●社会奉仕委員会（丸山浩之君）

留学生との交流についてですが、特筆すべきは自前の例会場を

2015年2月15日（日）開催されます「熊本城マラソン2015」

お持ちとのことで、日本ではここだけのようです。次に13ページ友

のボランティアを募集しております。多くの方のご参加をお

愛の広場に、エージシュートを51回達成された会員の記事、22

待ちしております。よろしくお願いいたします。

ページには毎回おなじみの熊本西南 RC 古閑修会員の川柳が
出ています。

●雑誌委員会（高宮

宏君）

まず横書きから、3ページの RI 会長メッセージから入りま

スマイルボックス（園田修司君）

す。今月の活動は「新世代奉仕月間」です。会長は「新世代

○渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君

の発想に感動」として、新世代の活動を見て「何と素晴らし

NTT（株）西日本 木村仁治様のご入会を歓迎いたします。ま

い活動だ」と単に思うのではなく、
「何と素晴らしい発想だ」

た、寿崎奨学生 黄

と感動するそうです。例えばひとつの問題に直面した時に、

讌涵さんのご来訪を歓迎いたします。

そして、本日の卓話者 三角会員・坂本会員（小林様お疲れ

人間は異なった解決策にたどり着きます。このことは私たち

さまです）の為になる卓話を期待しています。

ロータリアンの強みであって、文化・言語・経験・性別・年

○野口泰則君

齢といった多様性がロータリーにあるからだそうです。そし

Ⅹ

9月1日は熊本南 RC の創立記念日です。心よりお祝い申し上

て新世代を応援することは自分たちを応援することである、

げます。先輩会員・現会員の皆様の益々の発展を祈りスマイ

会長の経験から言うと、新世代は考え方を分かち合い、新し

ルします。そして、意義ある日に入会されました木村様を歓

く革新的な方法で環境問題に焦点を当てることにより、地球

迎します。所用のため早退いたします。

規模に応用していっている。会長自身がロータリアンになっ

○坂本研一君

た頃は環境問題が話題になったことはほとんどない時代で

本日卓話をさせていただきます。私は人見知りで小心者です

あった、環境問題が目の前にある今の若者から私たちも学ん

ので、弊社エースの小林営業部長が発表させていただきます。

でいくべき、と述べられています。そして RAC・IAC で活動

よろしくお願い申し上げます。

している人、青少年交換学生や RYLA の参加者は明日のロー
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○三角雄介君

には、子どもに喜んでもらえれば良いのではと考えました。大人に

本日は第1回目のビジネス例会です。（株）九州クラフト工

なるとなかなか笑顔になることが少なくなると思います。私はそうで

業 坂本会員・小林様、よろしくお願いします。また、本日

すが自分のことよりも子どもが笑顔になると自然に私も笑顔になり

は私も15分頂戴してお話させていただきます。よろしくお

ます。

願いします。

そこで弊社の POP ラベルを店舗内に貼っておく

○園田修司君・坂本幸樹君・永井富士雄君・藤見泰之君

※店舗内をお花畑にする

店舗が楽しく明るくなる

本日、第1回の記念すべきビジネス卓話にて、坂本研一会員・

可愛いねといってもらえると成功 会話のきっかけにもなる

三角雄介会員の貴重で為になるお話をとても楽しみにして

※オイル交換時に次回の目安を書き込みお渡しする

います。次につながる卓話を心待ちしております。

今まで見えなかったところから見えるとこに子どもが走行距離を確

○古財良一君・井上雅文君・漆島典和君・吉永彰一君
北口

認したくなる（次はいついくの？）

誠君・丸山浩之君

※渡すときにありがとうをもらいやすくなる

本日の卓話者、坂本研一会員・三角雄介会員に心から感謝し

※またもらいに行きたくなるスタンドになる

ます。最後までゆっくり拝聴いたします。

子どものお土産にしたい 渡した時の子どもの笑顔

○寿崎

肇君

いかがでしょうか? 少しは笑顔やありがとうが増えそうでしょうか?

先週の短期交換留学生の報告は大変素晴らしいものでした。

たちはラベルを売る以前に、使っていただける時にどう喜んでい

大同扶輪社との姉妹クラブ提携当時を思い出し楽しゅうご

ただけるかを考えて仕事をするように意識しています。目指すの

ざいました。

は下請けだけでの会社ではなく、パートナーと思ってもらえる会社

○久峨章義君

Ⅹ

です。笑顔やありがとうを増やすために、お客様と楽しい想像をし

先日は有志の方々に私の還暦祝いの会を催していただき、大

ながら打ち合わせが出来たらと思います。本日は誠にありがとうご

変恐縮しております。有志の方々へ感謝をこめてスマイルさ

ざいました。

せていただきます。
○齊藤直信君

Ⅹ

○三角雄介君

8/30札幌競馬にてサングラス Win！次回はセントラル記念へ。
◆寿崎奨学生 黄 讌涵君へ奨学金交付
9月分奨学金の交付が行われました。黄 讌涵君は10月～2015
年2月まで、オーストラリアへ留学予定です。
●第1回ビジネス卓話（三角雄介君）

○坂本研一君・小林裕幸様（株式会社九州クラフト工業）
今回はこのような PR が出来る機会をいただき誠にありがとうご
ざいます。弊社はシール印刷をやっている会社です。工場はシー
ルに印刷をし、印刷されたシールをユーザー様に使っていただく
のが流れです。ただ私たちは、「お客様にありがとうをいただく仕
事づくり」という目標を立てて仕事をしています。お客様にありがと
うをいただくには、納品したお客様にもありがとうをもらってもらう、
今回は商品の PR ではなくて私たちの目指す取り組み方の PR
を行いたいと思います。今回はエムロートさんが「お客様にありが
とうをもらえるには」とういうところで私たちにどんなお手伝いが出
来るかを考えてみました。ガソリンスタンドはセルフスタンドも増え、
人との交流も以前と比べ少なくなっていると感じています。 (各ス
タンドの価格による差だけが、お客様の選択基準の多くを占める
と感じます。) そんななかで、お客様の笑顔やありがとう増やす為
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