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11/15（土）熊本南 RC 杯「第 2 回  熊本県水球競技大会」＠アクアドーム 

 

化したということで、2 期連続のマイナス成長となり、景気

は失速しているという実態が出ています。これを受け株価が

約 500 円程度乱高下しており、また、同時に円安が進み一時

は 117 円になるという、非常に目が離せない状況になってき

ました。このような状況を受け、明日にでも安倍首相が解散

を表明するのではないかと言われております。12月という一

番忙しい、稼ぎ時に選挙となりますと、さらに景気の足を引

っ張るのではないかと思われますが、いずれにしろ熊本市も

日本も変動の時を迎えております。 

 

 

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 ３７名 69.81％   ８６.７９％ 

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） 

 

 

会長報告（田川憲生君） 

皆さん、こんにちは。先日 11/15（土）アクアドームにて

「熊本南 RC杯 第 2回 熊本県水球競技大会」が開催されま

した。参加は高校チーム 5、ジュニアチーム 1、合計 6チー

ムで行われました。優勝は熊本第二高校で、非常に熱い戦

いが繰り広げられておりました。父兄の声援や同級生たち

の応援も熱く、当クラブがこのような形で奉仕することが

非常に有意義であると実感いたしました。準備も含め、青

少年奉仕委員長の原会員・奉仕プロジェクト委員長の後藤

会員他関係者の皆さん方、本当にお疲れさまでした。さて、

ここ最近、日本が非常に激動しております。熊本でも市長

選挙がございました。大西候補が大差をつけ当選されまし

たが、非常に残念だったのは「MICE 施設」だけが争点とな

り、政令指定都市として今後九州なり日本なり、あるいは

東南アジアにおいてどのような都市を目指すのか論戦がな

かったことです。今後大西新市長がどうされていくのか、

というところです。また、非常に注目されておりました GDP

の 7～9 月期の報告がございました。4～6 月期はマイナス

7.1％という非常に衝撃的な数字でしたが、さらに 0.4％悪

化したということで、2期連続のマイナス成長となり、景気

は失速しているという実態が出ています。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.年次総会・年忘れ家族会 

                

         

        

 

              

  

        

  
 

１２/７ ロータリー家族清掃 

＠下通アーケード周辺 

１２/８ 本音で語り合う企業経営の勉強会 

     ＠県民交流館 パレア 

１/６  熊本市域 RC 新春合同例会 

     ＠ホテルキャッスル 

１/１３ 新年会＠新茶家 

 

第１５回例会記録（通算第 2624 回）  

平成 26（2014）年１１月１７日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

ございません 
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◆臨時理事会報告（田川憲生君） 

・12/1家族会収支予算について 

⇒予備費を修正の上、承認されました。 

 

幹事報告（喜讀宣友君） 

1.R 米山記念奨学会より「第11回 米山功労者クラブ」感謝状

が届いております。 

2.来週（11/24）例会は祝日のため休会です。  

3.次回（12/1）例会は年次総会・年忘れ家族会例会のため18：

30～となります。昼例会はございません。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜ＲＣ～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12月8日（月）１8：30～ 

[変更後] 12月10日（水）18：00～ 

［場 所］ ホテル日航熊本 

○江南ＲＣ～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12月10日（水）１8：30～ 

[変更後] 12月13日（土）１5：00～ 

［場 所］ 未定 

○江南ＲＣ～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12月10日（水）１8：30～ 

[変更後] 12月13日（土）１5：00～ 

［場 所］ 未定 

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12月10日（水）１8：30～ 

[変更後] 12月14日（日）１3：00～ 

［場 所］ 益城町総合体育館 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月17日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月17日（水）１8：30～ 

［場 所］ 未定 

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月18日（木）１3：00～ 

[変更後] 12月18日（木）１9：00～ 

［場 所］ 未定 

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月24日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月24日（水）１8：30～ 

［場 所］ 未定 

○水前寺公園ＲＣ～昼例会のため時間変更 

[変更前] 12月24日（水）１8：30～ 

[変更後] 12月24日（水）１2：30～ 

［場 所］ メルパルク 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月25日（木）１9：00～ 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（月）１8：30～ 

○江南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月31日（水）１2：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月31日（水）１2：30～ 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 1月1日（木）１3：00～ 

○江南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 1月7日（水）１2：30～ 

[変更後] 1月6日（火）１2：30～ 

［場 所］ ホテルキャッスル 

○りんどうＲＣ～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 1月8日（木）１3：00～ 

[変更後] 1月6日（火）１2：30～ 

［場 所］ ホテルキャッスル 

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 1月22日（木）１3：00～ 

[変更後] 1月22日（木）未定 

［場 所］ 未定 

 

本日のロータリー情報（堀川貴史君） 

本日は我々ロータリークラブがどのように写っているかご紹介しま

す。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、「Yahoo!知恵袋」という

サイトがございまして、質問をすると色々な方がネットを通じ答えてく

れるのですが、その中に「ロータリークラブとライオンズクラブはどち

らが格上ですか？」という質問がございました。「ベストアンサー」と

なっていた回答ですが、「これは住まいの地域によって異なりま

す。地方に行くとロータリークラブが上の場合が多いですね。

高度成長期にロータリークラブは一業種1社の縛りが強かった

ために後から入りたい人が入れなかった。つまり、振興企業の

方がライオンズに流れたという歴史があります。ところが、最

近ではロータリーもライオンズも会員の確保が困難になって

きておりますので、どちらが上ということは外部（入っていな

い人）から見ると何ら代わりがない状態にまで落ち込んでいま

す。（内部の人はどちらも自分たちが上だと仰います）もし、

どちらかに入ることを悩んでいらっしゃる場合は、その地域の

誰が加入しているかを見極めた上で選ぶことをオススメしま

す。」とありました。我がクラブも会員増強として70名を目標

とし、色々な方にお声掛けしていただいておりますし、入会し

て5年未満の会員もたくさんいらっしゃいます。人をお誘いす

る以上は我々一人ひとりが見られていることを強く意識して、

自信を持って勧誘できるよう、また、入会された方から入って

良かったと言ってもらえるよう、精進しなければならないと思

い知らされる文章でございました。 

 

委員会報告 

●RAC委員会（馬場大介君） 

  12/7（日）ロータリー家族清掃活動を行います。9：00白

川公園集合、下通りアーケード周辺の清掃活動を行い 11：
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00 に辛島公園にて解散予定です。すでにご案内をしており

ますが、再度回覧いたします。多数のご参加をお待ちしてお

ります。 

 

●国際奉仕委員会（坂本研一君） 

   11/15（土）羽田多目的交流館にて開催されました「創造

的奉仕プロジェクト部門セミナー」に社会奉仕委員長の丸山

会員と参加いたしました。各クラブの国際奉仕・社会奉仕委

員長とのディスカッション等ございました。その中で、第

2720地区 R 財団部門長の西南 RC 木村会員が、R 財団のグロ

ーバル補助金を是非使っていただきたいと熱く語っておら

れました。詳しくは本日の卓話 R 財団委員長の星野誠之会

員よりお話いただきたいと思います。 

 

●青少年奉仕委員会（原 裕一君） 

  11/15（土）熊本南 RC 杯「第2回 熊本県水球競技大会」を開

催いたしました。無事何事もなく天候にも恵まれ、参加された6

チームの皆さん、関係者の方々も大変喜ばれておりました。今

大会の模様につきまして、12/9の RKK「夕方いちばん」にて放

送頂けることとなりました。浅山会員にお礼申し上げます。また、

ボールを手配いただきました木村会員、お弁当を手配いただき

ました藤木会員他、ご協力いただきました会員の皆様に感謝申

し上げます。今後ですが、くまもと経済様やタウン情報くまもと様

より、選手に対しての PR 活動等をお手伝いいただける予定とな

っております。尚、今大会は熊本第二高校が優勝いたしました。 

 

◆野田三郎ガバナーエレクト報告 

来年7月からのガバナー年度に向けて現在準備を進めて

おります。昨年9月にガバナーノミニーをお引き受けし、12

月より色々な行事に参加して参りました。RI の東京での会

合、地区内行事や地区外行事にも1年かけて参加しましたが、

その中で日本の RCのトップの方たちがどのようなお考えを

お持ちかある程度把握できましたし、また、地区外のイベ

ント等に参加してカルチャーショックを受けております。

やはり学ぶべきことが多いなと感じます。ガバナー年度に

向けての様々な書類・書籍等も多く送られておりますが、

こちらを読みますと、「ロータリーの哲学」をもう一度取り

戻したいとお考えの方が多いように感じます。また、お知

らせでございますが、12月10日～13日に姉妹クラブであり

ます、台北大同扶輪社をご挨拶も兼ね訪問予定です。来年

のガバナー年度に向け、順調に進めておりますことをご報

告いたします。 

 

スマイルボックス（園田修司君） 

○田川憲生君・喜讀宣友君・藤見泰之君 

本日の卓話 星野会員、よろしくお願いします。期待してい

ます。 

 

 ○田川憲生君・喜讀宣友君 

  11/15（土）開催されました、熊本南 RC杯「第2回 熊本県

水球競技大会」が大成功に終わりました。まだまだ反省点

はありますが、一つ一つ前進したいものです。関係者の皆

さん、お疲れさまでした。 

○後藤 博君・原 裕一君・木村弘訓君・堀川貴史君 

 永井富士雄君・今村浩昭君・馬場大介君 

園田修司君・井上雅文君・坂本幸樹君・藤見泰之君 

北口 誠君 

11/15（土）開催の「第2回 熊本県水球球技大会」に多数

のお手伝いをいただき、大変感謝します。無事事故もなく、

最後まで盛会に終わることができました。継続事業ですの

で、更なる発展を次期委員長に期待します。また、反省会

を含めた IM を開催したいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 ○漆島典和君 

  先日の「熊本県水球競技大会」に参加できませんでしたこ

とを心よりお詫び申し上げます。ご成功おめでとうござい

ます。また、本日の卓話者 星野会員に心から感謝します。 

○高宮 宏君 

  先日の「熊本県水球競技大会」に参加された会員の方々、

朝早くからお疲れさまでした。田川会長は朝夕と大変お疲

れさまでした。私も8：00～11：00まで出席しました。 

○三角雄介君 Ⅱ 

先日のビジネス例会では渕田会員・馬場会員お世話になり

ました。そんな中、プログラム委員長である私が欠席して

しまい、すみませんでした。本日は星野 R財団委員長、よ

ろしくお願いします。また、11/2に代継宮様にて長女の七

五三の神事を漆島会員にしていただきました。お陰さまで

長女の将来は安泰です。 

○星野誠之君・園田修司君 

来週11/24（祝）、専門士業8団体の無料相談会が行われま

す。今年から公認会計士が加わり、経営相談から離婚問題

まで何でも相談できる年1回の機会です。よろしくお願い

します。 

○後藤 博君・坂本研一君・吉永彰一君・古財良一君 

三角雄介君 

我が母校、九州学院高校の野球部 九州大会優勝、陸上部

九州大会優勝を祝し、スマイルします。年末の都大路が楽

しみです。 

 ○原 裕一君 Ⅴ 

  昨日の政令指定都市になって初の市長選で、付き合いのあ

る母校熊本北高校の同級生、大西一史君が見事市長となり

ました。これから74万市民のために懸命に頑張ってくれる

ことを期待します。応援いただきました皆様に感謝いたし

ます。 
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 ○藤見泰之君 ★リレースマイル★ 

  皆様とともに歩ませていただき、熊本南 RC 会員として無

事に2年目の冬を迎えることができました。これからも努

力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。次回は水野東洋会員にお渡しします。 

○木村仁治君 

先日京都に暮らす家族が胃腸風邪になり、私が助けるため

京都に行ってまいりました。しかし自分も病気を貰い、ミ

イラ取りがミイラになりました。メガネをかけられないほ

ど大変です。仕事を顧みず、家族を助けに行った自分の勇

敢さにスマイルします。 

○吉永彰一君 

先日の水球大会は仕事のため参加できず申し訳ございま

せんでした。お詫びのスマイルです。 

○田邉信一君 

前回所用により欠席しましたのでスマイルします。 

○久峨章義君・井上雄一朗君 

本日の星野会員の卓話、楽しみにしていましたが、所用に

より早退します。申し訳ございません。 

○原 裕一君 

これから知人のご不幸で参列しますので早退させていた

だきます。星野会員には大変申し訳ないです。R財団につ

いて勉強するよい機会だったので残念です。 

○浅山弘康君 

所用のため、途中にて退席させていただきます。 

○平尾豊幸君 

所用のため早退しますので、お詫びのスマイルです。 

 

●会員卓話（三角雄介君） 

「月間テーマ卓話：R財団委員会」  （星野誠之君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆11/15（土）熊本南 RC杯「第2回 熊本県水球競技大会」 

＠アクアドーム 

 

 

 

 

 

 

 

 


