第１９回例会記録（通算第 2628 回）
平成 27（2015）年１月６日
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2015 年 熊本市域 RC 新春合同例会

1.今日の歌

期日/2015 年 1 月 6 日（火） 12：30～点鐘
場所/熊本ホテルキャッスル 2F 「キャッスルホール」

２/１ 2015-16 年度 R 財団部門地区・補助

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

金管理セミナー
＠大分県看護科大学ホール

4.第 4 回ビジネス例会
古財良一君・玉田光識君

２/２２ RYLA セミナー＠大分ホルトホール

例会（12：30～）
参加人数

会長名

熊本

57

野中暉夫

熊本南

47

田川憲生

熊本東

30

永瀬邦治

熊本江南

39

岩永一宏

熊本西南

29

吉村俊彦

熊本北

8

白石正英

熊本東南

22

岡本千代門

熊本西

13

出田晴彦

熊本菊南

12

弥頭幾久雄

熊本城東

28

中川ヒロ子

熊本中央

26

福田博之

熊本グリーン

16

田中純司

熊本平成

17

岡本末春

熊本西稜

20

今坂普典

熊本水前寺公園

12

細川由恵

米山奨学生

熊本'05 福祉

9

永本義博

葉 夌様（熊本 RC）・畢露超様（熊本城東 RC）

熊本りんどう

12
397

三村彰吾
17

司会：熊本東 RC 副幹事 榎
1.開会・点鐘
2.国歌斉唱

クラブ名

主税君

熊本東 RC 会長 永瀬邦治君
「君が代」

3.ロータリーソング

「奉仕の理想」

熊本東 RC ソングリーダー 遠山慈水君
4.ご来訪者及び参加クラブ紹介
熊本東 RC 会長 永瀬邦治君
熊本県知事（蒲島郁夫様代理）副知事

小野泰輔様

熊本市長

大西一史様

パストガバナー
寿崎

肇様・山﨑

勝様・本田光曠様

ガバナーエレクト

野田

三郎様

熊本第 3G ガバナー補佐

松本孝一郎様

熊本第 4G ガバナー補佐

徳永隆正様

熊本県 R 奨学会理事長

小野友道様

趙

睿様（熊本中央 RC）・李秋実 様（人吉中央 RC）

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

合計

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

5.会長代表挨拶

熊本東 RC 会長 永瀬邦治君

を賜り厚くお礼申し上げます。皆様方が「ロータリーに輝
きを」のテーマのもと、それぞれの地区において、青少年
育成をはじめ、さまざまな社会貢献活動に積極的に取り組
まれていることに対し、深く敬意を表します。今年も、な
お一層会員相互の連携を深められ、県内におけるさまざま
な社会貢献活動の牽引役として活躍されますことを、大い
に期待しております。昨年を振り返りますと、9月には世

新年明けましておめでとうございます。

界ジオパークに「阿蘇」が認定され、また、天草の﨑津集

年末来の寒波には悩まされましたが皆様におかれまし

落の世界遺産推薦が決定されるなど、多くの方々の熊本へ

ては健やかな新年をお迎えになられたこととお慶び申

の想いが実を結んだ一年でした。しかし一方で、4月には

し上げます。2015 年熊本市域ロータリークラブ新春合同

高病原性鳥インフルエンザの発生、11月には阿蘇中岳の噴

例会の開会にあたりごあいさつを申し上げます。本日は

火と、熊本の底力が試された一年でもありましたが、迅速、

公私共にお忙しい中、熊本県知事蒲島郁夫様代理の熊本

適切に対応できましたことは、貴会をはじめ、県民の皆様

県副知事小野泰輔様、熊本市長大西一史様及び熊本市域

の御支援の賜物と、あらためて感謝申し上げます。

の多数のロータリアンにお集まり頂き誠に有り難く存

県では、「県民一人ひとりが幸せを実感し、住み慣れた地

じます。昨年末には衆議院選挙が行われ、これからの日

域で夢を持ち誇りに満ちた暮らしが送れる熊本」の実現に

本の方向も少しずつ変わっていくかもしれません。昨年

向け、市町村や県民の皆様とともに、「チームくまもと」

4 月の消費税率引上げ、その後の円安や株価上昇等によ

として積極的に取組を進めております。今年は蒲島県政2

り景気が上向いたところ、下がったところ、いろいろだ

期目の総仕上げの年を迎えますが、「幸せを実感できる熊

と思いますが、その中において我々はロータリーの今年

本」を目指し、更なる一歩を踏み出せるよう、尽力して参

度のスローガンである「ロータリーに輝きを」を実践す

りますので、今後とも皆様方の御支援、御協力を賜ります

べく努力していきたいと思います。「輝き」と言えば昨

ようお願いいたします。

年のノーベル賞で注目をあびた青色ＬＥＤ、それ自体は

最後になりましたが、熊本市域ロータリークラブの皆様に

小さな光かもしれませんが、その輝きが世界を大きく変

とりまして、この一年が健やかで素晴らしい年となり、飛

えたものです。一つの小さな輝きが世界を変える。ロー

躍の年となりますことを心からお祈り申し上げまして、新

タリーの心もそこにあるのではないかと思います。地区

年の挨拶といたします。

スローガンである「ロータリーを学び直し新たな一歩を
踏み出そう」を礎に一人一人の心をもって大きな輝きと

熊本市長 大西一史様

なる。そして新たな前進を始めることによって大きく変
えることが出来るかもしれません。そして、現在の世の
中を幸福の輝きで照らし、誰もが笑顔になれば本当に素
晴らしい世界になるはずです。熊本東ロータリークラブ
が創立 50 周年という節目を迎えました年に、名誉ある
新春合同例会のホストを務めさせて頂けるのも、コ・ホ
ストの各クラブの皆様のご協力の賜物だと厚く感謝し

明けましておめでとうございます。
このたび、多くの市民の皆様の温かいご支援を賜り、第
32 代熊本市長に就任致しました大西一史でございます。
皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。また、ロータリークラブにおかれ
ましては、世界初の奉仕クラブ団体として誕生され、そ
の長い歴史の中で、崇高な奉仕の精神のもとに様々な社
会貢献活動を展開しておられるところであり、そのたゆ
まぬ献身的なご活動に対しまして、深く敬意を表する次
第でございます。
さて、本市は今年政令指定都市に移行して 4 年目を迎え、
セカンドステージへの大きな飛躍が期待されていると
ころでありますが、少子高齢化の進展、それに伴う人口
減少社会の到来により本市における政策課題は山積し
ております。そこで、私は、「政策立案会議」を各地で
開催し、多くの市民の皆様の声を聞き、かつ議論する中
で、本市が抱える課題を整理するとともに、130 項目に

つつ、会長代表あいさつとさせていただきます。
6.ご来賓祝辞

熊本県知事 蒲島郁夫様

明けましておめでとうございます。
熊本市域ロータリークラブの会員の皆様におかれまして
は、よき新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、
皆様方には日頃から県政の推進にあたり、御理解と御協力

2

及ぶマニフェスト「熊本の未来を創る政策集」を取りま
とめました。今後は、市民の皆様と作り上げた、これら
の公約を政策として実現させるために、「聞く姿勢・話
す姿勢・動かす市政」を心がけ、一人でも多くの市民の
皆様と対話することを何よりも大切に考え、全力で市政
運営に努めて参りますそして、市長としてリーダーシッ
プを発揮しながら、スピード感を持って対応し、「誰も
が憧れる上質な生活都市くまもと」の実現に向けて誠心
誠意取り組んで参りますので、皆様におかれましては、
なお一層のご理解と協力を賜りますようお願い申し上
げます。
最後になりましたが、会員の皆様方のますますのご健勝
とご活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたしま
す。
7．幹事代表報告

8.閉会・点鐘

熊本東 RC 会長 永瀬邦治君

懇親会（13：00～）
乾杯

熊本東 RC 新春合同例会実行委員長 野間四郎君

熊本東 RC 幹事 古閑 謙二君

スマイル報告

熊本東 RC スマイル担当長 西上佳孝君

1.国際ロータリー第 2720 地区下半期行事のご案内
・2 月 1 日 R 財団地区補助金管理セミナー（大分）
・2 月 22 日 RYLA セミナー（大分）
・3 月 21～22 日 地区大会（大分）
・3 月 28～29 日 会長エレクト研修セミナー（熊本）
・5 月 10 日 地区研修・協議会（熊本）
・6 月 6～9 日

国際大会（ブラジル、サンパウロ）

2.国際ロータリー理事会の決定事項（特別月間変更につ
いて）。

目録贈呈

熊本東 RC 永瀬邦治会長より

2014 年 10 月 27～30 日、エバンストン（米国イリノ

熊本県ロータリー奨学会

イ州）にて、2014-15 年度国際ロータリー（RI）理事

359，000 円を（公財）熊本県ロータリー奨学会へ寄付

小野友道理事長へ贈呈

会の第 2 回会合が開かれました。
その理事会の中で、ロータリーの特別月間を、重点分

熊本県 R 奨学会目録贈呈

野を強調するものに変更されました。新しい特別月間

熊本東 RC

は、次のとおりです。

熊本県 R 奨学会理事長

・9 月：基本的教育と識字率向上月間
・10 月：経済と地域社会の発展月間
・12 月：疾病予防と治療月間
・1 月：職業奉仕月間
・2 月：平和と紛争予防／紛争解決月間
・3 月：水と衛生月間
・4 月：母子の健康月間
・5 月：青少年奉仕月間
尚、8 月会員増強・拡大月間、11 月ロータリー財団月
間、6 月ロータリー親睦活動月間の 3 つに変更はござ
いません。
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永瀬邦治君
小野友道様

アトラクション

万歳三唱

肥後ちょんかけごま保存会

熊本江南 RC 会長 岩永一宏君

ロータリーソング「手に手つないで」
熊本東 RC ソングリーダー 遠山慈水君

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
閉会の辞

熊本東 RC 会長エレクト 野上

武君

６０名

出席数
４１名

出席率

前々回
修正出席率

75.93％

８２.６９％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 3名

０名（会員数には含まれません）

【例会予定】
1/19（月）ビジネス例会 古財良一君・玉田光識君
1/26（月）新入会員卓話 木村仁治君
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