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3/21-22 「2014-2015年度 RI 第 2720地区 地区大会」 in iichikoグランシアタ 

 

を除くと盛り上がったと言えます。大会 2 日目は各委

員会の報告の後、次年度地区大会ホストクラブあいさ

つがあり、全員が壇上に登り横断幕を掲げて、会長、

実行委員長あいさつの後、幹事の「熊本で」の発声に

合わせて「全員集合」と手を高く掲げ、高らかに声を

上げ、会場から万雷の拍手をいただきました。私は初

めて地区大会に出席しましたが、ホストクラブの役割

は大変だなと痛感しました。諸外国からの来賓や家族

への対応、大会会場でのコーヒー等の接待、式典会場

とホテルへの路上案内、講演者の選定、第 4グループ

への協力要請など時間とエネルギーを擁することばか

りです。大会では「真摯に全力を上げて、良かったと

言ってもらえるような大会にしたい」と言ってきまし

た。よろしくお願いします。 

 

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 ３５名 62.50％   １００.００％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 2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。3 月 21・22 日の 2 日間、大分

で開催されました、第 2720 地区の地区大会に行って

きました。同地区の各ロータリークラブや来賓の RI

会長代理、姉妹提携クラブなど諸外国からも含め約千

人が参加し、成功裏に終わりました。熊本南ロータリ

ークラブからは全員登録し、野田ガバナーエレクト含

め 19 人が参加しました。そして、来年の地区大会は

熊本で、しかも熊本南がホストクラブとなることを表

明してきました。表彰式では、熊本南ロータリークラ

ブからは永年在籍者特別表彰や永年皆勤表彰、地区役

員表彰などの他に、最多登録数クラブ、最多登録率ク

ラブとして表彰されました。おめでとうございます。

大会を振り返ると、第一日目は丸一日あいさつがほと

んどで、しかも一人一人の話が長すぎて、せっかくの

大会が何となく緊張感が薄れてしまった感じがしま

した。また、クラブ紹介も全クラブごとに映像が流れ、

これで１時間取ってしまいました。熊本南ロータリー

クラブのほとんどの人が紹介だけでいいのではと言

っていました。夜の懇親会は食事がイマイチだったの 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.ガバナーエレクト報告 野田三郎君 

     

 

  

                              

         

        

 

              

  

        

  
 

４/１２ 熊本南 RAC 清掃活動＠江津湖 

４/１３ 15-16（次年度）常任・委員長会議 

     ＠熊本県民交流会館パレア 

４/２２ 第 4 回 熊本市域 RC 会長・幹事会 

     ＠ホテルニューオータニ熊本 

 

 

第２９回例会記録（通算第 2638 回）  

平成 27（2015）年３月２３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 

吉村郁也様（熊本県 知事公室 政策参与） 

章 丹芬君・李 争徽君（寿崎奨学生） 
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幹事報告（喜讀宣友君） 

1.ガバナー事務所より「RI 第2720地区 2015-16年度 地区

委員委嘱状」が届いております。（藤見泰之会員） 

2.3/21-22地区大会での各種表彰が届いております。 

3.来週3/30（月）例会は「定款に基づき休会」です。次回は

4/6（月）となります。ご注意ください。 

4.例会終了後、臨時理事会を開催いたします。関係各位は

ご出席をお願いいたします。  

 

臨時理事会報告（田川憲生君） 

1.阪田英治様の入会について ⇒承認。 

2.4/11（土）ロアッソ熊本観戦バスツアーについて 

（親睦活動委員会より） ⇒収支計画のとおりで承認。 

3.星野知之会員の転勤に伴う退会について ⇒承認。 

4.元会員への慶弔費支出について 

⇒その都度検討とすることを承認。 

 

◆2014-15 RI 第2720地区 地区大会 各種表彰 

◇高齢会員地区大会出席者  

寿崎 肇君 

◇永年在籍者特別表彰（50年以上） 

 杉田辰彦君・吉本栄一君 

◇永年皆勤賞表彰（50年以上） 

 杉田辰彦君・吉本栄一君 

◇永年皆勤賞表彰（40年以上～50年未満） 

 濱田定勝君・松本嘉七君・寿崎 肇君 

◇永年皆勤賞表彰（25年以上～40年未満） 

 塚本 侃君・山内昭徳君  

◇13-14 地区役員（新世代奉仕部門長）感謝状 

 堀川貴史君 

該当の皆様、おめでとうございます。 

尚、熊本南ロータリークラブとして、「会員増強数優秀

クラブ」「地区大会最多登録数クラブ」「地区大会最多

登録率クラブ」の表彰がございました。 

  

 

 

例会変更のお知らせ 

○グリーンＲＣ～職場訪問のため日程場所変更 

[変更前] 4月6日（月）１8：30～ 

[変更後] 4月2日（木）12：00～ 

［場 所］ 熊本総合車両場 

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月7日（火）１2：30～ 

[変更後] 4月7日（火）１8：30～ 

［場 所］ オーデン 

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 4月8日（水）１8：30～ 

［場 所］ 奥ざしき たつのこ 

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 4月9日（木）１3：00～ 

[変更後] 4月5日（日）未定 

［場 所］ 木原弾正祭 

○西ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[変更前] 4月14日（火）１2：30～ 

[変更後] 4月15日（水）１8：30～ 

○平成ＲＣ～合同例会のため時間変更 

[変更前] 4月15日（水）１2：30～ 

[変更後] 4月15日（水）１8：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 4月15日（水）１2：30～ 

[変更後] 4月18日（土）１8：30～ 

［場 所］ 人吉 あゆの里 

○西南ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[変更前] 4月16日（木）１2：30～ 

[変更後] 4月15日（水）１8：30～ 

○中央ＲＣ～合同例会のため日程変更 

[変更前] 4月17日（金）１2：30～ 

[変更後] 4月15日（水）１8：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため日程場所変更 

[変更前] 4月22日（水）１8：30～ 

[変更後] 4月21日（火）１8：30～ 

［場 所］ 長崎次郎喫茶室 

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更 

[日  程] 4月23日（木）１9：00～ 

［場 所］ 未定 

○平成ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 4月29日（水）１2：30～ 

○西南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 4月30日（木）１2：30～ 
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2015-16年度 地区委員委嘱状伝達式 

「インターアクト委員会 委員」   藤見泰之君 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●R 寿崎奨学会委員会（永井富士雄君） 

 3/9寿崎奨学生招待例会に、都合により不参加でした、章 

丹芬君と李 争徽君よりご挨拶がございました。今後益々の

ご活躍を祈念いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆久峨章義君報告 

 

 

 

 

 

 

久峨章義会員より、ご母堂様の葬儀会葬のお礼及び、香

典返しがございました。 

 

◆退会挨拶（星野知之君） 

 

 

 

 

 

 

ご栄転に伴い、本日3月23日をもって退会されます、

星野知之会員より退会のご挨拶がございました。今後

益々のご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

●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・久峨章義君 

 西川尚希君 

 本日の卓話者、吉村郁也様に心から感謝しスマイルい

たします。また、寿崎奨学生 章 丹芬さん、李 争

徽さんのご来訪を歓迎します。昨日までの地区大会に

参加された皆様お疲れさまでした。登録いただいた皆

様ありがとうございました。来年の地区大会頑張りま

しょう。 

○寿崎 肇君 

  3/21-22大分で RI 第2720地区 地区大会が行われました。

色々と勉強させていただきました。来年は大変ですが、60

名が一致団結してこれに当たれば過去最高の地区大会

に間違いありません。野田ガバナーに恥をかかせないよう

頑張りましょう。 

○野田三郎君 

  3/21-22大分での地区大会では、熊本南 RCの会員の皆

様に次年度ホストクラブとして大いに大会を盛りた

てていただき、本当に心強い限りです。大変ありがと

うございました。 

○堀川貴史君 

 地区大会にて無事次年度のキャラバンを行ってきま

した。いよいよこれから1年かけて組み立てて行くん

だという決意と、なお一層我がクラブが気持ちをひと

つにして行く時が来たと改めて実感しました。感謝と

期待を込めてスマイルします。 

○野口泰則君 

  地区大会、皆様ご苦労さまでした。後藤さん、今村さ

んと一緒に楽しく行きました。がしかし、帰り道にス

ピード違反レーダー探知があり、今村さんがいち早く

発見、その一言で急ブレーキを踏んで間一髪で間に合

いました。今村さんに感謝しスマイルします。後藤 

さんもありがとうございました。 

○高宮 宏君 

昨日までの地区大会出席の皆様、お疲れさまでした。

（渕田さん、馬場さんご一緒させていただきありがと

うございました）本日の卓話をされる吉村さん、お久

しぶりです。卓話を楽しみにしていたのですが、主催

の準備のため早退します。 

○三角雄介君 

  地区大会お疲れさまでした。地区大会では体調不良に

より時間に遅れてしまったり、帰りの車では漆島会員

始め先輩方にご迷惑をおかけしたりと、皆様にご心配

いただいてありがとうございました。 

○永井富士雄君・塩井泰明君・藤見泰之君 

 3/21-22の地区大会、お疲れさまでした。参加できず

申し訳ございません。また、寿崎奨学生 章 丹芬さ

ん・李 争徽さん、本日の例会をお楽しみください。 
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○後藤 博君・漆島典和君・坂本研一君・北口 誠君 

 3/21-22の地区大会へ田川会長始め、ご参加の皆様大

変お疲れさまでした。また、昨日のオハイエに参加さ

れた皆様、大変お疲れさまでした。子供たちの元気を

少しもらえた、とても貴重な充実した1日でした。 

○田邉信一君   

 地区大会にご出席の会員の皆様、お疲れさまでした。

都合により出席できませんでしたのでスマイルしま

す。 

○星野知之君  Ⅴ 

  大変お世話になりました。熊本南ロータリークラブの

益々のご発展と、会員の皆様のご健勝を祈念しており

ます。1年半の短い間でしたがありがとうございまし

た。 

○久峨章義君  Ⅹ 

 先日、私の母の葬儀に際しましては多くの会員の皆様

方にご会葬賜り、大変恐縮いたしております。心から

感謝申し上げます。ありがとうございました。 

○川越 武君  Ⅹ 

  この度は長らく欠席してしまい、誠に申し訳ございま

せんでした。性懲りもなく糖尿病の治療で4度目の入

院をしておりましたが、先週無事に生還いたしました。

今度こそ学習能力を持って日々の生活を改めたいと

心より4度目の反省をし、ここにスマイルいたします。 

○山本博史君  Ⅴ 

  長らく例会を欠席いたし申し訳ありません。これから

は欠席せぬようにしたいと思います。 

○星野誠之君  Ⅲ  ★リレースマイル★ 

 2～3月はとても忙しく、先々週、先週と例会を休んで

しまい、私がリレーを止めてしまいました。本当にす

いません。お詫びに3週分スマイルします。次は堀川

さんにリレーします。 

○古財良一君 

  先週行われましたオハイエは盛況のうち無事終わる

ことができました。ご参加、ご協力いただいた皆様、

本当にありがとうございました。本日はどうしても外

せない仕事があり欠席いたします。申し訳ありません。 

 

●外部卓話（三角雄介君） 

吉村郁也様（熊本県 知事公室 政策参与） 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆3/21-22 「2014-2015 年度 RI 第 2720 地区 地区

大会」 in iichiko グランシアタ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


