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第 2 回ビジネス例会は渕田俊郎会員と馬場大介会員にお話いただきました。  

◆定例理事会報告（田川憲生君） 

1.藤井宏樹会員の退会について 

 ⇒10 月 31日付退会が承認されました。 

2.古川尚徳様の入会について 

 ⇒承認されました。 

3.青少年奉仕委員会 11/15「熊本県水球競技大会」につ

いて ⇒現行予算書の保険内容の変更、予備費等の

修正を行った上で承認されました。 

4.職業奉仕委員会 12/8「本音で語り合う企業経営の勉

強会」開催について ⇒承認されました。 

5.親睦活動委員会 12/1「年忘れ家族会」について 

 ⇒11/17 臨時理事会にて再検討 

6.事務局複合機買替えについて ⇒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 

６０名 ３６名 67.92％   ８６.７９％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 5名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

会長報告（田川憲生君） 

皆さん、こんにちは。久しぶりの例会出席です。体

調を崩し自宅療養をしておりました。例会や観月会、

及び歴代会長会等に出席できず、ご迷惑をお掛けいた

しました。年に一度検診を受けているのですが、その

際肺炎が見つかり、即治療となりました。体力には自

身があったのですが、健康状態と非健康状態は紙一重

です。やはり少しでもおかしいと思ったら病院に行く

ことが大事だと痛感いたしました。皆様も是非気を付

けていただきたいと思います。 

 さて、私が欠席しました「歴代会長会」につきまし

てご報告いたします。渕田副会長・喜讀幹事のほうで

開催していただきました。議題は「会長ノミニーの選

出」についてですが、満場一致により漆島典和会員に

決定したとの報告をいただきました。皆様どうぞよろ

しくお願いいたします。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.月間テーマ卓話 星野誠之君 

                

         

        

 

              

  

        

  
 

１１/２４ 熊本第 4 グループ IM 

     ＠H 熊本ニュースカイ 

１２/１ 年次総会・年忘れ家族会 

     ＠ホテル日航熊本 

 

 

第１４回例会記録（通算第 2623 回）  

平成 26（2014）年１１月１０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 

ございません 
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幹事報告（喜讀宣友君） 

1.RI 第2720地区 小山ガバナーより「ジャパン・ロータ

リーデーⅡ in 東京」開催参加依頼が届いております。

参加希望の方は事務局までお知らせください。 

2.宇佐八幡 RC より「14-15 第30回インターアクト年次

大会」報告書が届いております。  

3.第2720地区 熊本第4G 徳永ガバナー補佐より「熊本第

4グループ IM開催のご案内」が届いております。（再）

参加希望の方は事務局までお知らせください。 

4.R 米山記念奨学会より、寿崎 肇会員へ「米山功労者

感謝状及び表彰品」が届いております。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉ＲＣ～見学会のため時間場所変更 

[変更前] 11月18日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月18日（火）未定 

［場 所］ 泰勝寺及びデリル・ライト両女子記念館 

○江南ＲＣ～職場訪問のため時間場所変更 

[変更前] 11月19日（水）１2：30～ 

[変更後] 11月19日（水）12：00～ 

［場 所］ NTT西日本 

○西ＲＣ～熊本第4グループ IM参加のため日程変更 

[変更前] 11月25日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月24日（祝）13：00～ 

［場 所］ ニュースカイ1F「若草」 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[変更前] 11月26日（水）１8：30～ 

[変更後] 11月26日（水）18：30～ 

［場 所］ 器・ひと息 

○平成ＲＣ～親睦会のため日程変更 

[変更前] 11月26日（水）１8：30～ 

[変更後] 11月26日（水）19：00～ 

［場 所］ 石松茶屋 

○西南ＲＣ～熊本第4グループ IM参加のため日程変更 

[変更前] 11月27日（木）１2：30～ 

[変更後] 11月24日（祝）13：00～ 

［場 所］ ニュースカイ1F「若草」 

 

◆R米山功労者感謝状及び表彰品の贈呈 

  

 

 

 

 

 

 

  今回、寿崎 肇会員は、R 米山記念奨学会へ\1,000,000

寄付されました。 

本日のロータリー情報（堀川貴史君） 

  

 

 

 

 

東京国分寺 RCの HPに、出席委員長の方が新入会員に

対するメーキャップについてのご説明が掲載されてい

ましたので、本日はこちらのお話をご紹介します。「出

席することはロータリアンの義務である。自分のクラブ

の例会を欠席した場合、昔は1週間以内であったが、現

在は2週間以内に他クラブの例会に出席すると「メーキ

ャップ」といって出席扱いとなる。これは国内外問わず

出席となる。但し、海外のクラブ例会に出席する場合は

ロータリーバッチを付けたほうが無難である。また、メ

ーキャップする場合はヴィジターフィーが必要です。大

体のところ3,000円前後でしょうか。例えば今日の例会

を欠席することが分かった場合、本日より2週間前から

後の2週間、4週間がメーキャップ可能期間となります。

出席はロータリアンの義務の柱です。一方、「サインメ

ーキャップ」というものがあり、メーキャップに出かけ

たところ、そのクラブがたまたま休会であったので、サ

インをしてメーキャップとした、ということが本来の趣

旨であります。他クラブでメーキャップをするのはよい

経験になる、大人数の大クラブ、少人数の地方クラブ、

それぞれに味わいがあると締めくくられています。現在、

我々第2720地区でもサインメーキャップが行われてお

りますが、この「サインメーキャップ」に対し、第2720

地区だけでなく他の地区でも議論されています。もしか

したら近い将来「サインメーキャップ」が廃止されるか

もしれません。我が第2720地区では、出席率を上げる手

段としてサインメーキャップが行われているという現

状です。サインメーキャップの善し悪しは別として、サ

インメーキャップがあるにも関わらず出席率が悪いと

いうことが問題です。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（井上雄一朗君） 

 10/31「第 6 回 熊本中央 RC チャリティコンペ」今年

も団体優勝おめでとうございます！ 
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 [ 誕生祝 ]       [ 結婚祝 ] 

山本博史君   11.3  木村弘訓君   11.9 

松本嘉七君   11.24  渕田俊郎君   11.10 

塩井泰明君   11.30  北口  誠君   11.15 

                         馬場大介君   11.15 

玉田光識君   11.15 

坂本幸樹君   11.22 

 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

   今月はロータリー財団月間です。まず8ページから、国

内の RC 活動報告が記載されています。最初の芦屋 RC

の活動で、グローバル補助金によるインド少数部族への

自立支援プロジェクトが紹介されています。インドのバロー

ダメトロ RC（第3060地区）と提携し、農業灌漑、乾期の用

水確保、年間を通じた農作業従事、若者・女性教育等の

生活安定「E-3 ロータリーモデル村」の建設企画への参

加が決定し、R 財団より総額10万8,950ドルの承認が得ら

れています。完成は2015年の秋頃とのことです。10ページ、

UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）で働く女性が紹介

されています。皆様ご承知の緒方貞子さんが従事され（緒

方さんは日本で2番目の R 財団奨学生でアメリカ留学され

ました）その後の女性5名の方々の活躍が出ています。13

ページからは「ロータリー平和フェローシップ」入門として

問答形式で書かれています。我々にはあまり関係ありませ

んが、日本にもセンターが国際基督教大学（ICU）に設置

されています。学んだ人は4割程が NGO に就職している

そうです。16ページ～21ページは IAC の活動報告です。

私ども熊本南 RCも IACを提唱していますので、各地区の

活動を参考にしてみてはいかがですか？18ページに大

分の舞鶴高校の活動が出ています。33ページ、エバンス

トン便りに2016-17年度 RI会長にアメリカ テネシー州チャ

タヌーガ RC のジョン・ジャーム氏が選出されたと出ていま

す。34ページ、今後の RI 国際大会の予定です。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、2017年6月10日～14日アメリカ アトランタ

の予定です。35ページより、ロータリー入門でパブリックス

ピーキングの成功の手段が書かれています。枠組・話し

方・壇上での態度・マルチメディアの利用・まとめとなって

います。39ページには卓話依頼の方法が書かれています。

次に縦書きに移ります。まず4ページ、第2690地区 IM の

基調講演 就実大学経済学部長（1971-72年度 R 財団奨

学生）杉山慎策氏の「未来予測」の内容が記載されていま

す。次に9ページから「わがまちそしてロータリー」。北海道 

赤平市は市民1万人で、全国790の市の中で下から4番目

の町、かつて炭鉱で栄えた町です。赤平 RC は創立53年

目で、各会員による市を盛り上げるための活動が書かれ

ています。17ページに我々第2720地区 臼杵 RC の丸岡

伸比古会員の記事が出ています。ロータリークラブ創始者、

ポール・ハリスの望んでいたクラブの姿は何だったのだろ

うと思い、「My Road To Rotary」の英文を読んでおられ、

驚くことに本の4分の3が「自分史」で、少年時代のたわい

ない話であり、ロータリークラブをつくる時に彼が思い描い

たのは、少年時代の村での生活、人々との付き合いを都

会に持ってくることはできないか、ということだったと出てい

ます。19ページに酒の歴史として、沼津 RC の相原 勝会

員の記事、「酒を飲んでお金を無駄にするか、お酒を知ら

ずに人生を無駄にするか」と書かれています。20ページに

熊本グリーン RC 河島一夫会員の俳句、21ページに熊本

西南 RCの古閑 修会員の川柳が掲載されています。 

 

スマイルボックス（園田修司君） 

○喜讀宣友君 

  田川会長お帰りなさい！普段が忙しすぎるので「少

し休みなさい」という天の声ではなかったでしょう

か？中盤戦・後半戦とお体に気をつけて・・・よろ

しくお願いいたします。 

○漆島典和君・坂本幸樹君 

 本日の卓話者、渕田会員・馬場会員に心から感謝し

ます。夜も眠れませんでした。楽しみにしています。 

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・馬場大介君 

 本日ビジネス例会ということで、短い時間ではあり

ますが、会社の紹介をさせていただきます。拙い報

告になりますがよろしくお願いします。 

○井上雄一朗君・坂本研一君・古財良一君 

井上雅文君・北口 誠君  Ⅵ 

10/31親睦活動の一環として、熊本中央 RC「チャリ

ティコンペ」に2組8名参加させていただきました。

昨年に続き熊本南 RC が連覇することができました。 

○田川憲生君 

  大事な観月会・歴代会長会・クラブ協議会を欠席し、

ご迷惑をおかけしました。出張から肺炎にかかり、

出席できませんでした。やはり健康が一番ですね。 

○寿崎 肇君 

11/8クラブ管理運営セミナーに出席いたしました。

野田 GE・吉永会員・後藤会員がご出席。クラブ活

性化のための勉強会、講師のお話は思いやりの心こ

そロータリアンとのこと。身につまされるお話は後

藤会長エレクトに勇気を与え、野田 G年度が楽しみ

な年になると思いました。期待してください。 
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○寿崎 肇君・野田三郎君・後藤 博君・吉永彰一君 

先日、クラブ管理運営セミナーに参加のため宇佐にい

ってきました。日々クラブのために努力していること

をお伝えしておきます。 

○藤見泰之君  Ⅹ 

 私事ですが、この度、旧姓 古城直子さんと11月1日に

結婚いたしました。今後は二人で力を合わせて温かな

家庭を築いていく所存です。何分にも「未熟」な二人

ではございますが、これからも皆様からのご指導・ご

鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○今村浩昭君 

喜讀幹事と野口パスト会長のお見舞いに行ってきま

した。野口パスト会長も今週には退院予定です。タイ

プロジェクトは来年2/6～11の日程予定です。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

○喜讀宣友君 

 先日 NTT西日本様の「感謝の夕べ」に出席させていた

だきました。お客様の中、恐縮ではありましたが、高

校の同級生と会い、楽しい時間を過ごすことができま

した。木村会員、ありがとうございました。 

○木村仁治君 

 11/4弊社の「感謝の夕べ」に喜讀幹事にご出席いただ

き、ありがとうございました。皆様に感謝の意を少し

でも伝えることができたかと思います。ありがとうご

ざいました。 

○園田修司君 

 リレースマイルです。住宅診断士という仕事をしてい

ます。よろしくお願いします。 

○坂本研一君 

 本日のビジネス例会、渕田会員・馬場会員の卓話を楽

しみにしていましたが所用のため早退します。本当に

ごめんなさい。 

 

●第2回ビジネス例会（坂本幸樹君）   

○渕田俊郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○馬場大介君 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


