第２２回例会記録（通算第 2631 回）
平成 27（2015）年２月２日

第 5 回ビジネス例会は、倉崎保広会員と丸山浩之会員にお話いただきました。

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

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

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

4.外部卓話 進藤 崇様
（国交省 熊本河川国道事務所）

２/２２ RYLA セミナー＠大分ホルトホール
３/２１-２２ 地区大会＠iichiko グランシアタ

坂梨由恵様（有限会社浩之勗）

会長報告（田川憲生君）

れが高まっていることには注意すべきだろう。懸念されるの

皆さん、こんにちは。先週 1/26「第 3 回クラブ協議会」

は、IS への恐怖が過度に一般化されることだ。有志連合の

を開催いたしました。その中で会員増強につきまして、女

空爆に加え、内部対立や一般市民の離反などで IS の劣勢

性会員をどうするかということを協議いたしました。協議の

が伝えられているのに、今回の事件で中東全体が危険で

結果、次年度に継続審議するということで一致しました。

近寄ってはいけないとみなすようになった日本の雰囲気を

皆さんから女性会員の是非についてそれぞれのご意見を

感じる。IS の恐怖と隣り合わせで暮らしているのはアラブ諸

いただきました。ほとんどの会員が「支障なし・歓迎」という

国だ。中東への国際支援や協力をおろそかにすれば IS の

ことでした。ただ、入会を認めるには一人でも反対があっ

思うつぼで、封じ込めるどころか増長させてしまいかねな

た場合、認めるわけにはいかないのではという意見もござ

い。事件が起きたのは残念だったが、日本が中東との協力

いました。今後、例えば在籍頂いている大手企業の支店

関係を強化し、安全なところと危険なところをきちんと見分

長の場合、後任が女性の可能性もあります。その場合は

け、正しい中東像を描いていくきっかけとしたい。

その時々に応じて対応していくということで決定しました。
さて、連日報道されておりますイスラム国による人質事

また、本日より塩井泰明会員が復帰されました。大変うれ
しく思います。お帰りなさい。

件につきまして、後藤健二さんが殺害されるという最悪の
結果となってしまいました。本日は 2/2 毎日新聞朝刊に掲

幹事報告（喜讀宣友君）

載されております東京外語大教授 青山弘之さんの「正し

1.米山奨学会より「2015-16年度（次年度）米山奨学生

い中東像 見分けよ」という記事（抜粋）をご紹介いたしま

世話クラブ・カウンセラー引き受けのお願い」が届

す。IS の支配地域でたまたま日本人が拘束されたから事

いております。

件が起きたのであって、IS のメッセージを真に受ける必要
はない。ただフランスで週刊誌襲撃などの一連のテロ事

2.3/21-22地区大会申込みが未回答の方は至急回答を
お願いいたします。

件が起きたように、無差別テロに日本人が巻き込まれる恐
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

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席数
３７名

出席率

前々回
修正出席率

68.52％

８５.４５％

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）
［誕生祝］
例会変更のお知らせ
●R 財団委員会（星野誠之君）

○05福祉ＲＣ～親睦会のため時間変更
[変更前] 2月10日（火）１2：30～

2/1（日）開催、2015-16年度 R 財団部門「地区・補助

[変更後] 2月11日（水）15：00～

金管理セミナー」の出席報告及び、次年度この補助金

［場 所］ さかな市場

を使用できるよう「覚書」提出いたします。次年度の

○江南ＲＣ～定款に基づき休会

各奉仕委員長のほうで何か新しい事業を行う場合、こ

[日

程] 2月11日（水）１2：30～

の補助金が使用可能となります。また、今年度も100

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

ドル寄付のお願いをさせていただきます。詳細につき

[日

ましては後日事務局よりご案内いたします。皆様のご

程] 2月11日（水）１2：30～

協力をよろしくお願い申し上げます。

○城東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 2月16日（月）１2：30～

●国際奉仕委員会（坂本研一君）

[変更後] 2月16日（月）18：30～
［場 所］ 青柳

先週の理事会にて承認いただきました「タイ・プロジ

○西稜ＲＣ～職場訪問のため日程場所変更

ェクト里親支援」に、多数のご協力をありがとうござ

[変更前] 2月23日（月）１8：30～

いました。ご協力頂きました全支援金及び、世界社会

[変更後] 2月24日（火）10：00～

奉仕委員会からの予算300,000円を持って、2/6（金）

［場 所］ 日本銀行熊本支店

～11日（水）タイ・チェンライへ行って参ります。2/23
例会にてご報告をさせていただく予定となっており
ます。

委員会報告
●親睦活動委員会（水野東洋君）
［誕生祝］

◆ガバナーエレクト報告（野田三郎君）

［結婚祝］
2.7

1/19～23アメリカ・サンディエゴにて行われました

星野誠之君

2.10

「国際協議会」に出席いたしました。この協議会には

2.1

星野知之君

2.13

世界中より次年度ガバナーとなる540名と配偶者を含

杉田辰彦君

2.9

川越

2.27

め、1,000名ほどが参加しました。内容としましては、

髙宮

宏君

2.10

勉強会やグループごとのセッション、また食事会や懇

平尾豊幸君

2.13

親会等ございました。次年度ガバナーの K.R.ラビンド

木村弘訓君

2.14

ラン氏より、次年度のテーマ・方針等の発表があり、

塚本 侃君

2.17

また、6月に開催されますサンパウロ世界大会のご案

野田三郎君

2.1

塚本

山本

円君

2.1

藤見泰之君

侃君

武君

内、次のソウル大会等のご案内もございました。
✩次年度テーマ「世界へのプレゼントになろう」✩
◆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
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
願い申し上げます。

［結婚祝］
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スマイルボックス（園田修司君）

○寿崎

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君

肇君

1月、公益財団法人寿崎育英財団の熊本・大分・宮崎・

本日の卓話者、倉崎会員・丸山会員と坂梨由恵さんに

鹿児島各奨学生指導会150名が無事終わりました。皆

心から感謝しスマイルします。ビジネスにつながる話

様のおかげです。また、寿屋 OB 会も大分で行い、30

を期待します。また、本日より復帰の塩井会員を歓迎

名近い人で懐かしい話に花が咲き、楽しいひと時でし

いたします。お帰りなさい。

た。元気に生かしていただきます。神谷先生のおかげ

○園田修司君

です。

本日の卓話、丸山さん・倉崎さんの話を楽しみにして

○星野誠之君

おります。丸山さんのお店には公私ともお世話になり

先日、NTT 木村さんに私のわがままな上司のリクエス

ありがとうございます。先日、青少年奉仕委員会の IM

トを聞いていただきました。わがままな上司とは、元

に参加しました。

会員の河喜多会計士です。家の電話が壊れたので NTT

○三角雄介君

の方に連絡してほしいと言われ、木村さんにお電話し

倉崎会員・丸山会員、本日のビジネス例会卓話よろし

たところ、木村さん自ら連絡していただきました。本

くお願いします。畳の上でお酒を飲むのが好きなので、

当にありがとうございました。

個人的にベストミックスです。塩井さん、お帰りなさ

○田川憲生君

い。

★リレースマイル★

昨今の暗い世相の中で、ロータリークラブ例会にて皆

○丸山浩之君

さんとお会いできることの大切さを痛感しています。

本日はこのような時間をいただき、ありがとうござい

次回リレースマイルは喜讀幹事にお願いします。

ます。熊本南 RC の皆さんの、夜ではなく昼の顔を見
せるため、当社社員の坂梨を連れてまいりました・・・

●第5回ビジネス例会（三角雄介君）

というのは建前で、本当はアナログな私のサポートに

○丸山浩之君

来てもらいました。ホテル日航 OB・OG コンビで頑張
ります。
○野口泰則君・齊藤直信君・高宮

宏君・坂本研一君

喜讀宣友君・園田修司君・倉崎保広君・永井富士雄君
玉田光識君・丸山浩之君・坂本幸樹君
塩井さん、お帰りなさい。塩井さんの復帰を心よりお
祝い申し上げ、スマイルします。
○今村浩昭君・岩野衆次君
塩井会員、復帰おめでとうございます。野口年度は大
変お世話になりました。新しいロータリーライフをお
楽しみください。
○塩井泰明君

Ⅴ

心配をおかけしました。「我慢の時」と自分を見つめ
る時間を持つことができ、健康の過信と多くの人に守
られていることを感じました。これからもよろしくお
願いします。（療養の時にやっと覚えたネクタイの結
び方を忘れてしまいました。）
○後藤 博君・星野誠之君
昨日、大分にて開催された地区の補助金管理セミナー
に出席いたしました。行き道では、滝室坂の上は路面
凍結で、あの状況では帰れないかもと思いながら大分
到着。しかし寒かったのは路面だけでなく会場の中も
同じで、運営の仕方に問題ありかなと思いました。他
に漆島会員と野田ガバナーエレクトもご一緒でした。
塩井さん、復帰おめでとうございます。
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○倉崎保広君

【例会予定】
2/16 外部卓話 池谷友良様（ロアッソ熊本）
2/23 国際奉仕委員会 タイ・プロジェクト報告
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