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12/7 ロータリー家族清掃にご参加の皆さん、寒い中大変お疲れさまでした！ 

 

幹事報告（喜讀宣友君） 

1.熊本第4グループ 徳永ガバナー補佐より「熊本第4グループ

IM参加のお礼並びにご報告」が届いております。  

2.ガバナー事務所より、熊本県からのお願いとして「熊本～

台湾高雄間チャーター便ツアーへの参加協力について」（依

頼）が届いております。 

3.本日例会終了後、2014-15年度 定例理事会を開催いたしま

す。 

4.本日例会終了後、2015-16（次年度）臨時理事会を開催いた

します。 

 

 

 

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 

６０名 ３７名 68.52％   ８１.１３％ 

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。本日、古川尚徳様が入会されました。よ

って、会員数は 60 名となりましたことをご報告いたします。古川

会員には後ほど自己紹介をお願いいたします。さて、総選挙が

告知・公示されましたが、本日の毎日新聞一面トップに“中盤情

勢”が掲載されておりました。それによりますと、自民党が現在

295議席ですが、最低で 303議席、最高で 320議席、民主党が

現在 62議席ですが、65～81議席、維新の会が現在42議席で、

23～29 議席、公明党の現議席 31 が 33～36 議席、共産党の現

議席 8 が 15～20 議席、次世代の党が現在 20 議席ですがこれ

が 2 議席とのことです。衆議院の公示突入後、各新聞社が序盤

情勢を掲載しましたが、全社とも自民党は 300議席とありました。

それから１週間後、さらに自民党が増えている状況です。理由は

色々考えられるかと思いますが、まず、第三極と言われる党が大

幅に議席を減らしており、そこが民主党へ行かず自民党へ流れ

ているようです。また、非常に関心が低いということもあります。投

票率が 50％を下回るかもしれません。そうなりますと自民党・公

明党・共産党の組織を持っている党が増えるということが原因と

考えられます。世論調査によりますと、熊本では 1 区から 4 区を

除き自民党が優勢、4 区は次世代の党ですから実情は自民党と

なります。いずれにしろ非常に重要な選挙となりますので、是非

投票に行っていただきたいと思います。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会員卓話 古財良一君・岩野衆次君 

                              

         

        

 

              

  

        

  
 

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１７回例会記録（通算第 2626 回）  

平成 26（2014）年１２月８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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14-15定例理事会報告（渕田俊郎君） 

・誕生・結婚祝い品の長期預かり分の取り扱いについて 

⇒次年度へ回し使用とすることが承認されました。 

・備品の保管について⇒事務局運営委員会にて協議後、再度理

事会にて審議。 

・熊本南 RCリーフレット作成について（広報委員会より） 

⇒再度審議。 

・タイプロジェクト支援について（国際奉仕委員会より） 

⇒再度審議。 

・事務局員の賞与について⇒年間3倍（冬季1.5、夏季1.5）支

給にて承認されました。 

・3/21-22地区大会について⇒全員登録が承認されました。 

・職業奉仕委員会より、今年度開催事業の説明と報告 

 

15-16臨時理事会報告（後藤 博君） 

・SAAの選出について⇒坂本幸樹君を推薦、承認されました。 

 

例会変更のお知らせ 

[変更前] 12月15日（月）１2：30～ 

[変更後] 12月15日（月）１8：30～ 

○東ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月16日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月16日（火）１8：00～ 

○05福祉ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月16日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月16日（火）１8：00～ 

○東南ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月17日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月16日（火）１8：30～ 

○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 

○東南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月24日（水）１2：30～ 

○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～ 

○北ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月25日（木）１2：30～ 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月25日（木）１9：00～ 

○中央ＲＣ～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月26日（金）１2：30～ 

[変更後] 12月26日（金）１8：30～ 

○城東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（月）１2：30～ 

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（月）１8：30～ 

○グリーンＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（月）１8：30～ 

○東ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（火）１2：30～ 

○西ＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12月30日（月）１2：30～ 

[変更後] 12月26日（金）１8：30～ 

［場 所］ ロシア料理 ボルガ 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（月）１2：30～ 

○江南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月31日（水）１2：30～ 

○東南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 12月31日（水）１2：30～ 

○平成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～ 

○菊南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～ 

○熊本ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 1月2日（金）１2：30～ 

○中央ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 1月2日（金）１2：30～ 

○城東ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[変更前] 1月5日（月）１8：30～ 

[変更後] 1月6日（火）１2：30～ 

○グリーンＲＣ～合同例会のため日程変更 

[変更前] 1月5日（月）１8：30～ 

[変更後] 1月6日（火）１2：30～ 

○西稜ＲＣ～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 1月5日（月）１8：30～ 

[変更後] 1月6日（火）１2：30～ 

［場 所］ ホテルキャッスル 

○西ＲＣ～合同例会のため場所変更 

[日  程] 1月6日（火）１2：30～ 

［場 所］ ホテルキャッスル 
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新入会員自己紹介 1回目（古川尚徳君） 

 

 

 

 

 

氏名：古川尚徳君 

生年月日：昭和47年1月4日 

勤務先：有限会社フルカワ花店 

推薦者：平尾豊幸君・後藤 博君 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（北口 誠君） 

[ 誕生祝 ]        [ 結婚祝 ] 

三角雄介君    12.7   藤木正幸君    12.2 

井上雄一朗君  12.11  鈴木勝志君    12.5 

渕田俊郎君    12.22  工藤青史君    12.5 

吉永彰一君    12.25     水野東洋君    12.13 

 

 

 

 

 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  まず、横書きのページより、今月は家族月間ですので、7

～11 ページまで会員配偶者主体の奉仕活動の記事が出てい

ます。浜松 RC夫人奉仕部の歩みとしまして、創立 45周年事

業のひとつとして「夫人奉仕部」は発足し、毎月 2回第 3水

曜日と金曜日に 2組のグループを編成し奉仕活動を行い、現

在も継続中です。奉仕内容は重症心身障害児童施設「子羊学

園」で乾燥機から出てくる大量の洗濯物をたたむことが主な

活動です。次に岩手県の前沢 RC 夫人の会「若竹会」の記事

で、9 ページ上段に活動方針が出ています。1．夫の出席率

向上に努力 役立ちます。2．会員増強により親睦の輪を広げ

ます。3.「四つのテスト」を集まりには必ず唱和します。4．

国際ロータリーの目的を理解します。で、特に 3は我々ロー

タリアンよりもしっかりしているのではないかと思います。

10 ページに東京銀座 RC 土曜会の活動が出ています。52 年

間続いていて、現在の奉仕活動は「全国重症心身障害児（者）

を守る会」を通じ、よだれかけ、誕生祝いカードを全国規模

で配布しており、当日都合のつく方が集まって製作しておら

れるようです。次に 12 ページから「夫婦で共にロータリア

ン」の記事です。ご夫婦がそれぞれ違ったクラブに入会し、

それぞれの奉仕活動を行い、意見交換をされておられ、食卓

でもロータリーの話題が中心で大変楽しい毎日であると出

ています。熊本地区でも熊本グリーン RC の十時会員の奥様

が熊本水前寺 RC の会員であります。このコーナーはご家庭

で奥様と一緒に読んでください。20 ページからはロータリ

ーデーの記事で各地区クラブの活動の様子が出ています。次

に 25ページ、「日本のロータリー2020年新世紀ビジョン」

-ロータリアンからのご提案をお願いします-として、国際ロ

ータリー理事からの依頼記事です。玉名 RC 杉谷理事の名前

が出ています。クラブまたはロータリアン一人ひとりの建設

的な提言を求められています。締切りは 2015 年 3月 31日で

す。ぜひ我々熊本南 RC からも提案を出していただきたいと

思います。26ページからはロータリー日本財団の平成 25年

度事業報告が記載されています。34ページより、-心は共に

-東日本大震災の記事です。また、42ページには小さくなっ

たクラブの規模として、現在は 1クラブの平均会員数は 39.5

人ですが、1983年は 55.7人だったとあります。（30年前）

次に 45ページに我々第 2720地区の地区大会案内の記事です。

3 月 21～21日 大分臨海 RCがホストとなり、iichiko総合文

化センターで開催予定です。次に縦書きのページより、15

ページ「ロータリークラブの女性」という内容で福井北 RC

の野坂会員の意見が出ています。この件は我々熊本南 RC の

田川会長も話題にされていますので紹介します。第 2650 地

区（福井・滋賀・京都・奈良）総会員数 4640 人中、女性会

員は 176人、比率は 3.8％である。京都は女性会員数 0クラ

ブが 42 クラブ中 22 クラブ、福井は 19 クラブ中 5 クラブ、

滋賀 21クラブ中 10クラブで、女性比率が2.7％と最も低い。

それぞれの地区で色々と意見が分かれている結果かもしれ

ません。次は 18 ページに「血管力」という記事が出ていま

す。血管の寿命は 120年と言われておりますが、近年の欧米

型の食生活や運動不足により、日本人の血管は猛スピードで

老化し、血管年齢測定では半数以上が実年齢を上回っている。

血管を若々しく保つことが、病気予防と若さを保つのに重要

とのことです。20ページには熊本西南 RCの古閑会員による

川柳が出ています。また、23ページに西天草 RCの活動記事、

28ページには別府 RCの活動が出ています。 

 

スマイルボックス（園田修司君） 

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君 

 古川さんの入会、心から歓迎します。一緒に頑張りましょう。

また、ビジネス卓話の園田修司会員・坂本幸樹会員の素晴ら

しい話を期待しています。 

○後藤 博君・吉永彰一君 

 古川君の歓迎と昨日の清掃活動のスマイルです。 

○久峨章義君・古財良一君・園田修司君・井上雅文君 

 藤見泰之君・北口 誠君 

 古川尚徳会員の入会を大変うれしく思っております。共に実

り多きロータリーライフを歩んでまいりましょう。 

○田川憲生君 

昨日のロータリー家族清掃に参加された皆さん、とても寒

中ご苦労さまでした。本日は商工会議所の会議が福岡で開

かれますので早退します。 
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○寿崎 肇君 

 昨日、12月7日の清掃奉仕に参加させていただき、拾ったり

歩いたりと楽しく健康増進にプラスになりました。年寄りに

とって楽しいひと時でした。感謝してスマイルさせていただ

きます。 

○喜讀宣友君 

 昨日のボランティア清掃お疲れさまでした。 

○三角雄介君 

 本日のビジネス例会、園田修司会員・坂本幸樹会員よろしく

お願いします。同じ年の2人の卓話を拝聴して、色々と刺激

を受け勉強させていただきます。 

○丸山浩之君 

 本日のビジネス卓話、園田修司会員・坂本幸樹会員とても楽

しみにしております。また、新入会員の古川さんを歓迎い

たします。 

○園田修司君 

本日ビジネス卓話をさせていただきます。緊張で夜も眠れ

ませんでした。 

○坂本幸樹君 

 本日はビジネス例会で発表します。生命保険なので縁起でも

ない話を連発しますが、優しい目で見守ってください。よろ

しくお願いします。 

○永井富士雄君 

 昨日は第 8回目の田崎市場感謝祭が開催されました。非常に

寒い中、7時からのオープンにも関わらず満車になるほどの

来客をいただきました。特にマグロの解体が人気を呼びまし

た。皆様、ご協力ありがとうございました。 

○齊藤直信君  Ⅱ 

 久しぶりのホームクラブ例会出席です。 

○井上雅文君  ★リレースマイル★ 

 先週は年忘れ家族会に多数ご参加いただき、また盛り上げて

いただき、ありがとうございました。本日はリレースマイ

ルのご指名をいただきましたので、仕事の PRをさせていた

だきます。私は、生命保険・損害保険の乗り合いの代理店

に所属しており、複数の保険会社様の商品を取り扱してお

ります。単品の同じ保証内容でも随分保険料が違い、各保

険メーカーさんそれぞれに特色がございます。それらの特

色をうまく組み合わせることにより、よりお客様のニーズ

にあったものをご提案させていただくことが可能です。も

し、御社様や個人自らの保険料のコストを見直したい、満

期が近づいている、新たなリスクに対応したい等ございま

した際には、お声かけいただけると大変ありがたいです。

喜んでお見積もりをお持ちします。よろしくお願いいたし

ます。次回リレースマイルは同期に入会させていただきま

した玉田光識会員に引き継ぎたいと思います。 

 

 

 

◆第3回ビジネス例会（三角雄介君） 

◇園田修司君 

 

◇坂本幸樹君 

 

 

 

 

 


