第２１回例会記録（通算第 2630 回）
平成 27（2015）年１月２６日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」
来訪者紹介

本日の新入会員卓話は、木村仁治会員の「通信の歴史と現状について」でした。

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

２/４

4.第 5 回ビジネス例会
倉崎保広君・丸山浩之君

＠グランメッセ熊本
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

東京六本木 RC 会長 山本良樹様

２/８

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」
広報・IT 研修会（委員会）

会長報告（田川憲生君）
皆さん、こんにちは。この週末ニュースに釘付けになっ

リスがそれぞれ統治しました。さらに第 2 次世界大戦後は、

た方も多いかと思います。日本人の湯川遥菜さんと後藤

アメリカがイラク戦争を引き起こし、今中東は完全に液状化

健二さんの二人がイスラム国の人質となり、湯川さんが殺

現象を起こしてしまっています。イスラム国はこの第 1 次大

害された画像がネットで流されました。後藤さんは無事解

戦後の秘密協定によって造られた「押しつけられた国境」を

放されるのか非常に気を揉む週末でした。依然としてその

消し去り、最終的にはサウジアラビアの聖地メッカの奪還が

状態が続いております。正に「極悪非道」の行為だと思い

狙いであるとされています。ここ数年、世界の秩序が変わっ

ます。私たちも後藤さんの一日も早い解放を心から祈るし

てきていると感じます。基本的にはアメリカの力が落ちてき

かありません。ところでこの「イスラム国」とは何なのか、勉

た結果であると断言できるのではないでしょうか。特に核抑

強された方も多いのではないでしょうか。イスラム国が台

止力がたり得ていません。そこにこのようなテロリズムが発

頭することによって、イラクやシリア周辺では国民・国家の

生してくるわけです。安全保障の共通言語を持たないイス

国境が無意味になってきています。今までの人類が造っ

ラム国では、従来の抑止力はまったく機能しない、要求が

てきたものは、まず国があり、そこを境界としていました

聞けないのなら殺害する、そしてそれをネット上に流し、鮮

が、このイスラム国にはその概念がありません。この中東

烈な恐怖心を与えて戦意を喪失させるという戦術を取って

一体は、第１次大戦まで遡りますと、イギリスとフランス、そ

います。今後どうなっていくのか、イスラム国がサイバー攻

してロシアがオスマントルコ領土の分割を密約しており、

撃を行うことを非常に恐れている専門家が多いようです。21

大戦後、イギリスとフランスは勝手に国境を引き、中東の

世紀はテロとウイルスとの戦いだと、20 世紀によく言われて

古い秩序を根こそぎ覆した人工国家を造り上げました。シ

いました。正に現実のものとなっています。

リアとレバノンはフランス、イラン・イラクとパレスチナはイギ

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

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

◆定例理事会報告（田川憲生君）

◆東京六本木 RC 会長ご挨拶（山本良樹様）

・タイ・プロジェクトについて

皆様、初めてお邪魔いたします、第2750地区 東京

⇒2/6（金）より出発。今回全会員へ1口10,000円の支援を

六本木 RC 会長の山本良樹でございます。当クラブの

募る。集まった支援金と、個別にいただいた支援金・世界

会員数は現在51名、創立してちょうど10年目となりま

社会奉仕委員会からの支援金300,000円（予算計上済）を、

す。本日は歴史ある熊本南 RC 様でメーキャップさせ

メコン寮・若竹寮へ寄付とすることが承認されました。

ていただき、光栄に思っております。ありがとうござ

・3/21-22地区大会について

います。

⇒全会員の登録が承認されました。
・青少年奉仕委員会より、「11/15水球大会」の収支報告に
ついて ⇒承認されました。
出席報告（三角雄介君）
会員数
６０名

出席率

前々回
修正出席率

62.96％

７６.６７％

出席数
３４名

出席規定適用免除者

5名

欠席記録免除者 3名

◆2015-16年度（次年度）幹事報告（吉永彰一君）
2月4日（水）19：00～パレアにて開催いたします、次

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

年度の常任・委員長を対象とした研修セミナーを再度
ご案内いたします。関係者の方はご参加をよろしくお

幹事報告（喜讀宣友君）

願い申し上げます。

1.本日例会終了後、定例理事会を開催いたします。関係
各位はご参加をお願いいたします。

委員会報告

2.本日19：00より「第3回クラブ協議会」を開催いたし

●国際奉仕委員会（坂本研一君）

ます。関係各位のご参加をお願いいたします。

2/6（金）～11日（水）
「タイ・プロジェクト」のため、

3.大分1985ロータリークラブ「創立30周年式典・祝賀会」

当クラブからは6名、タイのチャンライへ行って参り

のご案内を再度回覧いたします。

ます。熊本南 RC の名に恥じないよう、しっかり国際

4.3/21-22地区大会の宿泊は、クラブでまとめて予約し

奉仕を行いたいと思います。また、世界社会奉仕員会

ております。（参加者数に応じてバスを手配予定）

より、300,000円の支援金（予算計上済）をお持ちい
たします。メコン寮・若竹寮への支援金となりますが、

例会変更のお知らせ

今回このうち100,000円を日本語教育に当てる予定と

○江南ＲＣ～夜例会のため時間変更

なっております。

[変更前] 2月4日（水）１2：30～
[変更後] 2月4日（水）18：30～

●社会奉仕委員会（丸山浩之君）

○05福祉ＲＣ～親睦会のため時間変更

本日例会終了後に2/15開催されます、
「2015 熊本城マ

[変更前] 2月10日（火）１2：30～

ラソン」ボランティアの説明会を開催いたします。関

[変更後] 2月11日（水）15：00～

係各位はお集まりをお願いいたします。

［場 所］ さかな市場
○江南ＲＣ～定款に基づき休会

スマイルボックス（園田修司君）

[日

○山本良樹様（東京六本木 RC）

程] 2月11日（水）１2：30～

Ⅲ

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

本日は所用のため、八代・熊本を訪問いたしましたの

[日

で、貴クラブへ出席させていただきました。

程] 2月11日（水）１2：30～

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため場所変更
[日

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君

程] 2月18日（水）１2：30～

本日ご来訪の東京六本木 RC 山本良樹会長を心より歓

［場 所］ 中華園

迎いたします。当クラブの例会をお楽しみください。
また、本日の卓話者、木村仁治会員に心より感謝しま
す。会員のためになるお話を期待しています。
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○古財良一君
当クラブへの来訪者、東京六本木 RC の山本良樹様を
歓迎いたします。東京では細野専務に大変お世話にな
っています。
○三角雄介君
木村仁治会員、本日の新入会員卓話よろしくお願いし
ます。しかし、本日所用のため、プログラム委員長と
してご案内だけさせていただき失礼いたします。ごめ
んなさい。
○後藤 博君・坂本研一君・吉永彰一君・三角雄介君
古財良一君・久峨章義君・園田修司君・北口 誠君
木村仁治君
我が母校、九州学院の春の選抜出場が決まりましたの
でスマイルします。
○寿崎 肇君
1月22日熊本、昨日大分の寿崎育英財団の奨学生指導
会が皆様のおかげで無事終わりました。奨学生の近況
報告、理事役員の先生方のお話は大変勉強になりまし
た。ありがとうございました。
○井上雄一朗君

★リレースマイル★

リレースマイルを受けましたが、本日熊本県自動車販
売協会の会議のため欠席させていただきます。来週
2/2も欠席させていただきますが、ここホテル日航熊
本には参ります。というのも、阿蘇の間にて全社員表
彰式とパーティを行います。パーティの部では、1年
ぶりに「橋本真也」が登場予定です。ということで、
お世話になります田川会長に次回リレースマイルを
お願いします。
○平尾豊幸君
本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。
●会員卓話（三角雄介君）
「通信の歴史と現状について」

（木村仁治君）
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した。結果、奨学生もロータリーに大きな関心を抱くよ
うになりました。」

ロータリーニュース（国際ロータリーHP より）

会員増強に関して、財団は 2 つの取り組みを検討中です。
財団管理委員会は、ロータリーが大規模で持続可能なプ
ロジェクトを続けていくにはクラブの発展が必要であ
ることを認識し、「生き生きと、ダイナミックな発展を
視野に入れた」話し合いを進めています。「人びとの人
生を変え、地域社会のために活動できる最高の場がロー
タリー。ロータリーのネットワークを生かして、会員の
才能を集結させれば、よりよい世界をつくれる」とクリ
ンギンスミス氏は呼びかけました。

国際協議会（サンディエゴ）の木曜日の本会議で、次年
度にロータリー財団管理委員長に就任するレイ・クリン
ギンスミス氏（米国ミズーリ州、カークスビル・ロータ

【例会予定】
2/9 外部卓話 進藤 崇様（熊本河川国道事務所）

リークラブ）が、ロータリー財団の新しい優先項目につ
いて講演しました。

2/16 外部卓話 池谷友良様（熊本ロアッソ）
財団の 4 つの優先項目は次のとおり

2/23 国際奉仕委員会 タイ・プロジェクト報告

1.永久にポリオを撲滅する。

【RAC・IACの例会日程について】
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

2.ロータリー財団に対するロータリアンの知識、参加、

日時：2月5日（木）20：00～

寄付を向上させる。

場所：西部ガス
内容：世界の鍋「国際奉仕」

3.財団の補助金と 6 つの重点分野を通じて、ロータリー
日時：2月15日（日）

の人道的奉仕の質と影響を高める。

場所：熊本市内
内容：「2015 熊本城マラソン」ボランティア

4.ポリオプラスにおける成果と「世界でよいこと」をし
てきた 100 年の歴史に特に注目し、財団によるこれまで

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

の実績に対するイメージと認識を高める。

日時：2月15日（日）7：30～
これらの優先項目は、財団のさらなる発展をめざして設
けられたもので、ロータリー戦略計画のコンセプトにな
らって継続性と効率を重視しています。クリンギンスミ
ス氏は、優先項目に基づいて測定可能な目標を立て、毎
年その進捗を記録することを推奨。「次年度の地区ガバ
ナーが注目すべきは測定可能な目標です。年次目標のい
くつかは、地区レベルで測定します。」

場所：熊本市内平成周辺
内容：「2015 熊本城マラソン」ボランティア

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生
徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

もう一つの重要な目標は、EREY（Every Rotarian, Every
Year）100 パーセント達成クラブの数を全地区で 15％増
加させること。クリンギンスミス氏は、「全員にとって
プラスになり、やりがいのある目標で、簡単に測定でき
るもの。ガバナーの皆さんが時間と労力を注ぎ、率先し
て模範を示せば、すべての地区に達成可能なこと」と話
します。

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。

1961 年にロータリー奨学生として留学した経験のある
クリンギンスミス氏は、グローバル補助金奨学生の数を
増やし、1 地区少なくとも 1 名を支援することの重要性
も強調しています。「新しい奨学金は今、重要な時期に
あります。国際親善奨学金の学生数がそれほど多くなか
った頃、ロータリアンは親身になって奨学生を支援しま
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