第９回例会記録（通算第 2618 回）
RI 第 2720 地区 ガバナー公式訪問
14-15 年度 RI 第 2720 地区 ガバナー公式訪問 熊本第 4G 合同例会＠ホテル日航熊本

熊本第 4 グループ合同例会
平成 26（2014）年９月８日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

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

4.会員卓話 原 裕一君

育成セミナー＠大分
１０/１１－１２ RAC 第 30 回年次大会
＠交通センターホテル

１０/４-５ RLI 第１回クラブ研修リーダー

来訪者及び参加クラブ紹介
RI 第 2720 地区 ガバナー
小山康直様 （大分臨海 RC）

代表会長報告（田川憲生君）

RI 第 2720 地区 地区副幹事

みなさん、こんにちは。本日は第 2720 地区 ガバナー公

佐藤憲幸様 （大分城西 RC）

式訪問 熊本第 4 グループ合同例会を開催いたします。小

RI 第 2720 地区 熊本第 4G ガバナー補佐

山康直ガバナーにご来訪いただきまして、熊本第 4 グルー

徳永隆正様 （熊本西南 RC）

プを代表して、心から歓迎申し上げます。ありがとうござい
ます。もう皆さんはご存知かと思いますが、地区ガバナーの
公式訪問は地区ガバナーの主な責務の 1 つとされていま

参加クラブ名

す。訪問は個々のクラブで行われることも、本日のように複

参加人数

会長

熊本江南

37

岩永 一宏

ナーにとって、クラブを支援したり、地区目標に向けた活動

熊本西南

31

吉村 俊彦

状況を伝えたりする機会となるものです。また、クラブにとっ

熊本西

13

出田 晴彦

熊本中央

24

福田 博之

海ロータリークラブ所属で、この夏甲子園大会に出場した

熊本西稜

24

今坂 晋典

大分高校の学校法人大分高等学校理事長です。大分県

熊本南

41

田川 憲生

合計

170

数のクラブ合同で行われることもあります。この訪問はカバ

ては、ガバナーと直接、クラブの目標や活動の成果、懸念
について話し合う機会となります。小山ガバナーは大分臨

私学協会理事長、大分県私立中学高校協会会長、大分県
公安委員会委員など教育関係を中心に大活躍されていま
す。こういう方が第 2720 地区のガバナーになっていただ
き、私たちにとりましては、とても光栄であります。小山ガバ
ナーは就任後、地区スローガンに「ロータリーを学び直し、
新たな第一歩を踏み出そう」を掲げられました。小山ガバナ

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

ーは「初心に帰って、学び直し、ロータリーの全体像を把握

本日のスマイルは、全額 R 財団へポリオプラス寄付といたし

できればロータリアンであることを、いままで以上に誇りに思

ます。ご協力ありがとうございました。

えるに違いない。自分のロータリーの世界を広げ、深めよう」
と言っておられます。そして。躊躇せず、「ロータリーの素晴

ガバナーアドレス（小山康直ガバナー）

らしさを知るために、次の第一歩を踏み出そう」と言われてい
ます。私たち、各クラブもこのガバナーメッセージを大切にし
ていきたいと思います。そして「ロータリークラブの活動がマ
ンネリ化していないか」「ただ前年を踏襲するだけで終わって
いないか」「新しいことにチャレンジしているか」など問い直し、
「魅力ある、誇りの持てるロータリークラブにいかに進化させ
ていくか」をこの 1 年、追求していきたいと思っています。ガ

第 2720 地区スローガン

バナーに置かれましては、大変お忙しいと存じますが、今後

「ロータリーを学び直し 新たな第一歩を踏みだそう」

とも、よろしくご指導をお願いいたしまして、歓迎のあいさつと

ロータリーを学び直し ロータリーの精神とロータリーの奉仕

いたします。

活動の原点を学び直し そして、ロータリーのすばらしさを実
感し 新たな第一歩を踏みだそう

代表幹事報告（喜讀宣友君）

私たちがこれまでこうどうしていたロータリーの範囲を押し広

1.ロータリーの友事務所より「ロータリーの友 英語版」のご案

げ 自らの意思で新しい一歩を踏みだそう

内が届いております。

世の中に良いことをするために

2.熊本中央 RC より「第6回チャリティコンペ」のご案内が届い

1、しっかり学び直そう

ております。10/31開催、10/9申込締切です。参加希望の

①ロータリーの友、ガバナー月信資料として

方は事務局までお知らせください。

例会をセミナーの場としてロータリーの全体像を知ろう

3.熊本各クラブより、例会変更・休会のお知らせが届いてお

②国際ロータリーが世界で行っている奉仕活動を知って協

ります。

力しよう
③他の地区が実施している奉仕活動を知って地元のニーズ

例会変更のお知らせ

を見つけ出そう

○西ＲＣ～親睦会のため場所変更

④地区セミナーには義務出席者のみならず自らが関心を持

[変更前] ９月３０日（火）１８：３０～

てるセミナーにはできるだけ積極的に参加して視野を広めよ

[変更後] ９月３０日（火）１８：３０～

う

［場 所］ 常通寺

2、地区内の IT 化を推し進めよう
各クラブから選出された IT 委員は IT を学びクラブの IT リー

委員会報告

ダーになろう

本日は省略いたします。

①月信をデジタル化して地区のホームページ上に貼ります
必要に応じてプリントアウトしてください

●スマイルボックス（藤見泰之君）

②地区からクラブ、会員個人への連絡はメールを主体にして
いきます

クラブ名

金

額

熊本南 RC

41,000 円

熊本江南 RC

36,000 円

熊本西南 RC

29,000 円

3、ロータリーの公共イメージを上げよう
ロータリーデーを開催し、積極的に地域にロータリーの素晴
らしさを伝え、知名度をアップしよう
4、会員を増強しよう
① ロータリーの良さを知ったら知人に伝えよう
② 知人をロータリーの友人としよう

熊本西 RC

13,000 円

熊本中央 RC

22,000 円

熊本西稜 RC

22,000 円

③ 新会員の紹介会員は月信で紹介して会員増強を推奨
する
5、青少年奉仕を重点的に行う
ロータリーの事業である青少年交換事業を復活する
第 3630 地区との短期青少年交流事業を計画実施する

合

計

163,000 円

2

6、RLI ロータリー・リーダーシップ研究会を実施しよう
ファシリテーターの育成からスタートする
7、五大奉仕の真の意味を理解し実践しよう

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席数
４１名

出席率

前々回
修正出席率

77.36％

８８．８９％

出席規定適用免除者

6名

［バナー交換］

欠席記録免除者 4名
懇親会（19：00～）

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

［田川憲生代表会長報告］

［喜讀宣友代表幹事報告］

［漆島典和ソングリーダー］
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【例会予定】
10/6 米山卓話（葉

夌君）

10/13 祝日のため休会
10/20 観月会例会
10/27 新入会員卓話（鎌田 剛君）

【RAC・IACの例会日程について】
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：10月2日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：OB卓話（社会奉仕）
日時：10月16日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：専門知識（電話はどうして繋がるの？）
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：10月1日（水）
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
日時：10月15日（水）
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生
徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。
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。
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