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1/13 新年会＠新茶家。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

お願いが来ておりますが、その発行額が非常に大きく、このような

ことをやってどうするのかと思います。地方再生ということで、過去

の総合開発計画（国の策定）を見てみたところ、1962 年に第 1 次

がスタートし、現在第 5 次ですが、すでに第 4 次で訴えていること

と 5次がほとんど同じです。東京一極集中等の是正、多極分散型

国土の形成等、これは中曽根内閣の時です。それからほとんど進

んでいない、ある意味放置されていたということです。このまま今

の政策だと地方は機能しないと、あるエコノミストが書いておられ

ました。この統治機構を変えなければ、地方は成り立たないと強く

感じます。 

 

出席報告（三角雄介君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

６０名 ４０名 72.73％   ８６.７９％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 3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。1 月 6 日熊本市域 RC 新春合同例会、1

月 13日の新年会にご参加の皆様、大変ご苦労さまでした。特に

新春合同例会では最後に全員で「手に手つないで」を行いまし

た。このようなことを経験しますと、やはりロータリーは良いものだ

な、素晴らしいなと実感いたします。また、新年会の方も二次会

まで大変盛り上がりました。本当にありがとうございました。さて、

新年会も一通り終わりました。私も連日、場合によっては昼、夜と

ございました。そこで今年のキーワードとして、主催者や来賓の

挨拶で「地方創生」という言葉がよく出てきました。大体のお話は

地方創生について非常に期待感を持っているというような内容

でしたが、果たしてそうだろうかと疑念を持っております。4 月に

は統一地方選挙があり、また、アベノミクスが地方まで行き届か

ないなど、国民のイライラ感が募る中、地方創生という方向性を

なんとなく出してきたしたたかな安倍政権ですが、これはある意

味冷めた視点で見る必要があるのではないかという気がしており

ます。現実に出てきた政策を見ますと、各自治体がそれぞれ策

定した再生計画を国が認定し、政策投資銀行から融資しその政

策を支援する、また、地方ベンチャー企業の優遇を拡大する、

あるいは地域特産品の販路拡大等を支援、さらに地域商品券を

発行する等です。非常に残念ですが、いずれも新しい政策は見

当たりません。特に地域商品券の発行に関しては、県や市から

協力のお願いが 
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2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.会員卓話 木村仁治君 

                              

         

        

 

              

  

        

  
 

２/１  2015-16年度 R財団部門地区・補助

金管理セミナー 

＠大分県看護科大学ホール 

２/４  次年度常任・委員長研修セミナー 

     ＠くまもと県民交流会館「パレア」 

２/１０ 第 3 回熊本市域 RC 会長・幹事会 

     ＠ホテルキャッスル 

２/１６ 職場訪問＠浜田醤油 

２/２２ RYLAセミナー＠大分ホルトホール 

 

 

第２０回例会記録（通算第 2629 回）  

平成 27（2015）年１月１９日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

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.ガバナー事務所より「ガバナーノミニー決定のご報告」が届

いております。 

2.RI第2720地区 小山ガバナーより、2014-15年度 地区大会の

ご案内が届いております。（今大会は全員登録が理事会にて

決定） 

3.ガバナー事務所より2015年7月（次年度）以降の特別月間変

更のお知らせが届いております。 

4.第2720地区 ローターアクト地区代表より「ロータリー家族

清掃活動・募金活動参加のお礼」が届いております。 

5.大分1985ロータリークラブより「創立30周年式典・祝賀会」

のご案内が届いております。 

6.野田ガバナーエレクトより、2015-16年度 地区役員の委嘱状

が届いております。（久峨章義会員・三角雄介会員） 

 

◆2015-16年度 RI 第2720地区 地区役員委嘱状伝達式 

  「平和フェローシップ・ポリオプラス・VTT委員長」 久峨章義君 

 「国際奉仕委員長」                         三角雄介君 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 1月20日（火）１2：30～ 

[変更後] 1月20日（火）7：00～ 

［場 所］ 県総合運動公園 

○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）１9：00～ 

[変更後] 1月22日（木）未定 

［場 所］ 未定 

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1月26日（月）１8：30～ 

［場 所］ ちゃんこ「やっこ」 

○西ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 1月27日（火）１2：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1月28日（水）１8：30～ 

［場 所］ 日本料理おくむら 

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 1月28日（水）１2：30～ 

[変更後] 1月28日（水）18：00～ 

［場 所］ 塩・胡椒 

○江南ＲＣ～夜例会のため時間変更 

[変更前] 2月4日（水）１2：30～ 

[変更後] 2月4日（水）18：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 2月18日（水）１2：30～ 

［場 所］ 中華園 

○江南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 2月11日（水）１2：30～ 

新入会員自己紹介 3回目（古川尚徳君） 

皆様、こんにちは。生花販売の他にも「ちかけん」という会

社をやっておりますので、本日はこちらのご紹介をさせていた

だきます。「ちかけん」では竹に細工し、中に灯りを入れ演出

する「竹あかり」を行っています。竹を再利用、循環型にでき

ないだろうかということで考えたのがこの「竹あかり」です。

「竹あかり」で使用した竹は、イベント等終わったあと竹炭に

したり、堆肥にしたりして再度自然に戻しています。メディア

でも以前「未来シアター」という番組で取り上げていただきま

した。お陰さまで大変反響をいただいております。皆様方でも

何かご協力できることがございましたら是非お声掛けくださ

い。今後共どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（井上雅文君） 

[ 誕生祝 ]         [ 結婚祝 ] 

古川尚徳君    1.4    山内昭徳君    1.9 

星野知之君   1.6    平尾豊幸君    1.11 

丸田秀一君    1.7    鎌田 剛君    1.11 

浅山弘康君    1.8    堀川貴史君    1.23 

木村仁治君  1.17 

山内昭徳君  1.22 

喜讀宣友君  1.25     

 

●職業奉仕委員会（漆島典和君） 

 職業奉仕委員会では今年度第1回目の職場訪問を2月16日

15：00～浜田醤油様にご協力いただき開催いたします。多数

のご参加をお待ちしております。 

     

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

   まず横書きのページより、3ページに RI会長のメッセージ、

ロータリーデー開催の呼びかけです。ロータリーデーは地域

社会に開かれ、ロータリー家族を受け入れ、楽しくさえあれ

ばいいと述べられています。ロータリーデーをまだ開いてい

ないクラブは今からでも計画してください。皆さんのロータ

リーに対する愛情を、自分の地域社会と分かち合う素晴らし

い手段である。ロータリーについて誰かに話して、会員であ

ることが自分の人生がいかに豊かなものにするのかを知ら

せる時、自分がクラブに勧誘された時に与えられた贈り物を

分かち合うことになるのです。そしてその贈り物を引き渡し

て行くことでロータリーとその奉仕が次の世代に確実に引

き継いで行くための一助となるのです、と述べられています。
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7ページはロータリー理解推進月間の特集で、色々なクラブ

の HP が紹介されています。まず8ページに東京新都心 RC の

記事の中で、入会を考えている人が疑問に感じる問題点につ

いて Q＆A形式のページを作成し、結果として9人の新入会員

があったとのことです。次に10ページに佐世保北 RC の記事

で、会員の利用状況でクラブ内の Facebook 利用者が年齢に

関わらず会員の半分以下という結果報告も出ています。次に

13ページの右側に「新しいロゴをご存知ですか」とあります。

歯車はゴールドとロイヤルブルーの2色が使われていました

が、今後はロータリーゴールドと呼ばれる黄色1色となりま

す。そして公式ロゴは歯車の前に「Rotary」の文字をロータ

リーロイヤルブルーと呼ばれる色でいれることとなったよ

うです。次に16ページ、「ポール・ハリスの生き方に学ぼう」

という、甲府北 RC 安倍会員の記事です。我々ロータリアン

に役立つことが書いてあります。「新入会員にみる成長の証

し」として、ロータリーも100年経った頃、ロータリー先進

国に陰りが出てきました。クラブの解散、停滞、会員の減少

等です。経済の減速など幾つもの原因が考えられますが、最

大の原因はロータリーを知らない会員が増加しているから

ではないかと思っています。どこのクラブということではあ

りませんが、前年度踏襲で報告書を飾り「我がこと終わりけ

り」といった傾向があるとお聞きしたことがあります。努力

しても目に見える成果が上がらず、情熱や誇りや満足の気持

ちを失い、虚しさだけが膨らんで退会に繋がったのなら嘆か

わしいことです。そのようなことを聞くにつけ、ロータリー

を知ってもらうため、教材としてポール・ハリス著「抜粋 ロ

ータリーへの私の道（第2版）」を活用してはどうかと思わ

れたそうです。そして甲府北 RCで実行されている「三小試」

とし、3つの小さな試みが出ています。1.自己評価-例会出席

時に先週の自分と比べて・人間として経営者として・家庭の

責任者として・社会の指導者として・所属クラブ会員として、

成長したか・変わらないか・後退したかを自己評価する。「明

日を見つめて、昨日を今日に活かす」考えの実行。2.友情速

達-欠席会員のボックスにある書類を例会帰りに職場か家庭

に届ける。阿部会員は早い時は例会終了後20分ほどで届く。

このことで例会の様子を聞き、資料を受け取ると出席してい

るような気分になり、友情が深まり強い親睦体制が取れる。

3.意思伝達-自分の意見を短くわかりやすく話す訓練を例会

で実践する。好感を持って聞いてもらえるよう、話し方の練

習をする。自他の話術の上達も分かりロータリーが身近にな

る。人の話を聞いても進歩する。会員が欠席の場合はその会

員と同じ職場の人がヴィジターとして出席できるようにす

ることも大切な策ではないかと述べられています。 

    

◆2015-16年度（次年度）幹事報告（吉永彰一君） 

 2月4日（水）19：00～パレアにて、次年度の常任・委員長を

対象とした研修セミナーを開催いたします。関係者の方はご

参加をよろしくお願い申し上げます。 

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 

 本日のビジネス卓話、玉田会員・古財会員に心から感謝しス

マイルします。面白くてためになるお話を期待しています。 

○山内昭徳君 

 古川会員の入会を歓迎してスマイルいたします。 

○丸山浩之君・坂本幸樹君・北口 誠君 

 本日のビジネス卓話、玉田さん・古財さんのお話をとても楽

しみにしています。 

○漆島典和君 

 本日の卓話者、玉田会員・古財会員に心から感謝します。 

 よく眠れました！ 

○三角雄介君 

 玉田会員・古財会員、本日のビジネス例会卓話、快く、快く

潔く引き受けていただき、ありがとうございます。 

○古財良一君 

 今日のビジネス卓話でお世話になります。映像を仕事にして

いますので映像ばかりです。ご自身の結婚式はどうだったか

を想い出し、若かりし奥様を想像しながら見てください。 

○玉田光識君 

 本日のビジネス例会で、我が事務所のプレゼンをさせていた

だきます。このような場を設けていただき感謝いたします。

お見苦しい点が多々あるかと思いますが、どうぞお許しくだ

さいませ。 

○園田修司君・井上雅文君 

 新年会では多数の皆様にご参加いただきありがとうござい

ました。オークションも皆様に盛り上げていただき、大変楽

しい時間を過ごすことができました。ありがとうございまし

た。また、本日の玉田会員・古財会員の卓話を楽しみにして

います。 

○川越 武君  Ⅹ 

 先日は当店にて新年会を開催していただき、誠にありがとう

ございました。その折、オークションにて残念ながら何も落

札できませんでしたので、お礼と残念のスマイルをいたしま

す。 

○工藤青史君  Ⅴ 

 先日の新年会のオークションでゲットしたゴルフウェアは

ピッタリ私サイズでした。昨日それを着て今年の初打ちをし

たのですがスコアは・・・今年も仕事に遊びに頑張ります。

健康のために飲み会は減らします。遅くなりましたが、12

月の結婚記念（32回目）スマイルをいたします。 

○井上雄一朗君  Ⅶ 

 新年早々、後藤会員と星野誠之会員より新車のご紹介をいた

だき、どちらも人気の VOXY をご購入いただきました。本当

にありがとうございました。ロータリーメンバーの絆の深さ

に感謝しスマイルさせていただきます。 
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○星野誠之君 

 先日ネッツトヨタの井上雄一朗会員に、友人の車購入の件で

大変お世話になりました。丁寧な対応に喜んでいました。感

謝のスマイルです。 

○高宮 宏君 

 先日建設新聞を読んでいましたら、原会員の会社の記事が出

ていました。画期的な新製品を開発された記事です。 

○寿崎 肇君 

 熊本南 RC 会員の皆様からたくさんの年賀状をいただきまし

た。年寄りではありますが、若い皆様のお言葉に接し、今年

も元気でお役に立とうと勇気を奮い立たせました。頑張りま

すのでご指導賜りますよう、お願い申し上げます。 

○木村仁治君 

 1月17日は43回目の誕生日でした。これまでお世話になった

両親・家族・友人等に感謝です。厄も開けましたのでより一

層精進していきます。 

○堀川貴史君 

 1月12日久留米大学に通う長女がめでたく成人式を迎えまし

た。小さい頃より皆様方に可愛がっていただいたおかげと感

謝してスマイルいたします。 

○永井富士雄君  Ⅱ   ★リレースマイル★ 

 1月13日の新年会は所用のため欠席しましたのでお詫びのス

マイルです。また、1月17日は本年の目標達成に向けて「魚

萬生駒 2015新年頑張ろう会」を全従業員で盛大に開催いた

しました。本日は福岡出張のため欠席しますので、併せてお

詫びのスマイルです。次回リレースマイルは井上雄一朗会員

にお願いいたします。 

○吉永彰一君   

 本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

◆第4回ビジネス例会（三角雄介君） 

◇玉田光識君 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇古財良一君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


