第３０回例会記録（通算第 2639 回）
平成 27（2015）年４月６日

恒 例 の「花 見 の会 」。今 年 も大 変 盛 り上 がりました！

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

４/１２ 熊本南 RAC 清掃活動＠江津湖

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

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.次年度地区幹事報告 堀川貴史君
5.ビジネス例会 漆島典和君

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
５/１０ RI 第 2720 地区 2015-16 年度地区研
修・協議会＠熊本保健科学大学

斎藤博幸様（株式会社野田市電子）

会長報告（田川憲生君）
皆さん、こんにちは。本日は「マイナンバー」（社
会保障・税番号制度）につきましてお話いたします。
外国人、子供を含めて住民票を持っている全員に付番
されます。12 桁の一人 1 番号で、生涯変わらないのが
原則です。番号は秘匿しなければならず、身分証明の
場合に民間業者が番号をコピーしただけで違法とな
ります。法人も 13 桁の番号が割り振られますが、こ
ちらはオープンです。今年の 10 月には紙の「通知カ
ード」が全員に送付されます。顔写真なしで、番号が
記載されています。希望者のみ顔写真入り IC チップ
内蔵の「個人番号カード」を作成できます。これは単
体で本人確認できますが、役所に出向く必要がありま
す。制度そのものは来年の１月にスタートします。国
民への周知は一向に進んでいませんが、国の説明によ

利便向上-住民票添付などが不要となる②行政の効率
化-行政機関の連携によって手続きが迅速になる③大
規模災害時も被災者台帳がスムーズきが迅速になる③
大規模災害時も被災者台帳がスムーズに作成できる④
公正・公平な社会の実現-所得の把握、などです。行政
機関によって、蓄積された個人情報について、本人が
確認できるのが「マイ・ポータル」。インターネット
でアクセスできますが、個人番号カードとパスワード
が必要です。たとえカードを紛失しても、パスワード
がわからないので、「マイ・ポータル」は利用できな
い仕組みです。また、カードは顔写真入りなので、他
人は使えません。
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

76.36％

１００.００％

ると、番号制度は複数の機関に存在する個人の情報を
同一人であるという確認を行うための基盤としてい
ます。社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国

６０名

４２名

出席規定適用免除者

5名

欠席記録免除者 2名

民にとって利便性の高い公正、公平な社会を実現する
ための社会基盤としています。具体的には、①国民の

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

利便向上―住民票添付などが不要となる②行政の効
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幹事報告（喜讀宣友君）

◆2014-15 RI 第2720地区 地区大会 各種表彰

1.本日、阪田英治様（日本航空株式会社熊本支店）が入会

◇永年皆勤賞表彰（40年以上～50年未満）

されました。

濱田定勝君

2.RI 第2720地区 小山ガバナーより地区大会のお礼が届い

◇永年皆勤賞表彰（25年以上～40年未満）

ております。

塚本

侃君

3.大分1985RC より創立30周年記念式典参加のお礼が届い
ております。
例会変更のお知らせ
○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～

◆新入会員自己紹介 1回目（阪田英治君）

○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

氏名：阪田英治君

[変更前] 4月17日（金）１2：30～

生年月日：昭和38年1月10日

[変更後] 4月15日（水）１8：30～

勤務先：日本航空株式会社熊本支店

○西稜ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更

推薦者：田川憲生君・後藤

博君

[変更前] 4月20日（月）１8：30～
[変更後] 4月19日（日）未定

◆次年度地区幹事報告（堀川貴史君）

［場 所］ 西稜の森
○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～親睦会のため場所変更
[日

程] 4月23日（木）１9：00～

［場 所］ 未定

3/28-29開催されました RI 第2720地区 2015-16年度

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

会長エレクト研修セミナー（PETS）の報告及び、5/10

[日

程] 4月29日（水）１2：30～

RI 第2720地区 2015-16年度 地区研修・協議会開催に

○西南ＲＣ～定款に基づき休会

つきまして、当日スタッフとしての参加のお願いがご

[日

ざいました。ご多忙中とは存じますが、皆様のご協力

程] 4月30日（木）１2：30～

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会
[日

をよろしくお願い申し上げます。

程] 4月30日（木）１3：00～
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委員会報告

○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・園田修司君

●親睦活動委員会（木村仁治君）
［結婚祝］

井上雅文君・北口

［誕生祝］

誠君・木村仁治君

日本航空㈱熊本支店長 阪田英治さんの入会を歓迎し

園田修司君

4.1

田川憲生君

4.2

てスマイルいたします。

野田三郎君

4.3

吉行邦夫君

4.5

田邉信一君

4.13

昨年11月転倒し整形外科に1ヶ月入院治療し、その後

喜讀宣友君

4.19

内科の治療のため約1ヶ月入院。やっと退院してまい

松本嘉七君

4.22

りました。その間弊社を職場訪問いただき、また、お

井上雅文君

4.23

見舞いまで頂戴し心より感謝いたします。「快気祝」

塩井泰明君

4.26

漆島典和君

4.28

○濱田定勝君

Ⅴ

の気持ちを込めいてスマイルいたします。
○寿崎

肇君

3/28の会長エレクト研修セミナーは勉強させていただきま
した。後藤会長エレクトも悩みが吹っ切れた感じでした。ガ
バナー出身の熊本南 RC 会長として、地区大会等でホスト
クラブ会長として野田ガバナーが過去どのガバナーより立
派と言われたい。熊本南 RC あげて頑張ろうではありませ
んか。濱田会員、2ヶ月ぶり生還されておめでとうございま
す。
［結婚祝］

○後藤

博君

先週地区会長エレクト研修セミナー（PETS）に参加さ
せていただきました。次年度は地区も早めの立ち上が
りで、クラブの年間事業計画書の早めの（4月）提出
を言われていました。今期も残すところ3ヶ月。それ
を考えると普通かなと思っております。皆さんのお世
話をされた幹事・副幹事の皆様お疲れさまでした。特
に野田ガバナーエレクト、お疲れさまでした。星野委
員長、お疲れさまでした。
［誕生祝］

○堀川貴史君

★リレースマイル★

会長エレクト研修セミナー（PETS）無事終わりました。
●スマイルボックス（園田修司君）

ありがとうございました。明日は恒例の花見の会が開

○古庄浩二様（熊本東南 RC）

催されます。その際、会員の皆様に暖を取っていただ

Ⅱ

南南南南会で優勝しましたのでスマイルします。

く資材を当社より提供いたします。当社の資材はよそ

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・藤見泰之君

と違って火をつけると心身ともに温まります。そんな

日本航空㈱熊本支店長の阪田英治さんの入会を歓迎

資材は他にはなかなかありませんが、当社には売るほ

します。会員から「ぜひ会員になられるように」との

どあります。今後共どうぞよろしくお願いします。次

声が一番多かった人です。1日でも早くロータリーク

回リレースマイルは野口泰則会員です。

ラブに慣れていただくとともに、ご活躍を期待します。
また、本日の卓話者 野田ガバナーエレクトに感謝し

●会員卓話（三角雄介君）

ます。しっかり準備を整えてオール熊本南 RC で頑張

ガバナーエレクト報告

野田三郎君

っていきましょう。
○後藤 博君・古財良一君

Ⅲ

4/3次年度親睦活動委員会の IM を行いました。本当の
親睦とは何かを熱く語り、体を張って体験してまいり
ました。ご参加いただいた会員の皆様ありがとうござ
います。また、阪田英治様の入会を歓迎してスマイル

2015年

いたします。

2015-16 年度 RI 会長テーマ「Be a gift to the World」

国際協議会（報告）

＝「世界へのプレゼントになろう」
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・つまり、ロータリー活動を通じて、自分ができる奉仕

・地区として、活動すべき奉仕活動を充填していく（R

活動を提供しよう

財団のグローバル補助金を活用した奉仕活動、青少年

・自分がこれまでに授かった才能や努力して得たものを、
世界の人に還元しよう

交換事業等々、そのための地区体制づくりやノウハウ
の構築、・・・）

・世界に対して、プレゼントができる人になろう

・地区内 2,400 名の会員の協力を得ていく

・年度会長賞

④次の世代を担う青少年奉仕活動に注力していきたい

・必須項目

・青少年に対して、ロータリーの中核的価値観（基本的

・会員の増強と維持、財団寄付への寄付、オンラインル

な考え方）を基に、人生哲学や人生観のテーマで講演

ールの利用、人道的奉仕、新世代、公共イメージ

等々を行い、世代間の繋がりをつくっていきたい
・青少年奉仕活動である RA、IA、RYLA、青少年交換、米

2015-16 年度 RI2720 地区「スローガンとガバナー方針

山奨学生等々の活動の充実を図る

※スローガン「ロータリー活動を通して、新たな気づき

⑤2015－16 年度の新たな事業への取組み

を、そして自己の成長へつなげよう」

・台湾地区との姉妹締結（RI3480 地区）

・各 RC 内、地区内(2,400 名)、国内(88,000 名)、海外

・IA 海外研修事業（RI3480 地区

8 月初旬に予定）

との連携(1,220,000 名)とのネットワークも含め、人
との出会い、関わり合いを通して、新たな気づき、そ

◆4/7花見の会＠江藤ボートハウス（江津湖）

の気づきで活動することで、自己の成長へ繋げよう～
そして「なりたい自分へ」近づこう
・あなたが変われば、周りの人が変わる
・あなたの意識が変われば、行動が変わり、出てくる結
果も変わってくる
・より良い人生を送るためにも・・・
※ガバナー方針
①ロータリーの哲学である Object of Rotary の浸透を
図る
・Object of Rotary の解説（ロータリーの中核的価値観
＝親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ）
・
「ロータリーと私の人生観」の講演（Object of Rotary、
奉仕の理想）
・ロータリーは奉仕の理想を志に持った人の集まりであ
る（奉仕の理想の歌詞に‘奉仕の理想に集いし友よ’）
・会員維持、増強の対策として、IM、セミナー、ガバナ
ー公式訪問、奉仕活動等にロータリーへの入会希望者
も参加可としたい
②奉仕活動に参加することで、知り合いを広める機会を
つくる
・クラブへの支援として、各 RC 奉仕活動への参加
・クラブ内の入会歴の古い会員と新しい会員との融和を
図り、ロータリアン同士の世代間の繋がり密にしよう
・地区内ロータリアンとの多くの出会いを通して、お互
いの連携を図り、新たな気づきをもとう
・各 RC の奉仕活動の実施予定日を早目に広報し、他ク
ラブの奉仕活動への参加を推奨していく（プラス 1 件
/前年度比）
③RI2720 地区の将来ビジョンを描く
・地区の歴史を振り返り、10 年先の地区の目指す姿を描
く（担当委員会との協力）
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