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4/12 熊本南 RAC 江津湖家族清掃に参加の皆さん、大変お疲れさまでした！  

ても大切であることが改めて分かりましたし、また、

その時々でロータリーを語り合う時間が取れました。

親睦活動委員会は計画段階から色々な手配まで大変だ

ったと思いますが、本当に良かったと思います。参加

された会員の皆さんにお礼を申し上げるとともに、親

睦活動委員会の皆さま、本当にご苦労さまでした。 

 

定例理事会報告（田川憲生君） 

・クールビズについて 

⇒6 月 1 日からとすることが承認されました。 

・田中裕司様の入会について  

⇒承認されました。 

 

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 ４０名 68.97％   ８７.７２％ 

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。4 月 7 日には江津湖の江藤ボ

ートで花見の会、11 日にはロアッソ熊本のホーム戦観

戦と相次いで親睦活動委員会の行事がありました。私

も両方出席しました。花見の会は午後 6 時半に開会で

したが、井上委員長の日頃の行いを反映してか、雨が

降り始めました。幸いテントが張ってあったので、濡

れることはありませんでした。かえって、皆がテント

の中で過ごしたことで、親睦が図られたのではないか

と思っています。それも井上委員長のなせる業かなと

つい深読みしてしまうほど、和やかにすごすことが出

来ました。バーベキューのまきや肉、映像と音響など

会員より持ち寄ってもらいました。特に永井会員のご

配慮で、巨大マグロ 1 匹分を刺し身やら寿司などにし

て食べさせていただきました。食べきれないほどの量

で、とてもおいしかったです。皆さん、ありがとうご

ざいました。11 日には「うまかなよかなスタジアム」

で、ロアッソ熊本と横浜 FC との戦いを観戦しました。

参加者は残念ながら少なかったのですが、家族で来ら

れた会員がほとんどで、とっても良かったと思いまし

た。ロータリークラブにとって、会員同士の親睦がと

ても大切であることが改めて分かりましたし、 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 石井昭男様（熊本西 RC） 

 

     

 

  

                              

         

        

 

              

  

        

  
 

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 

 

 

第３１回例会記録（通算第 2640 回）  

平成 27（2015）年４月１３日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

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.中津中央 RC より「創立40周年記念祝賀会」のご案内が届

いております。参加希望の方は登録用紙にご記入ください。 

2.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。  

 

例会変更のお知らせ 

○西稜ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 4月20日（月）１8：30～ 

[変更後] 4月19日（日）未定 

［場 所］ 西稜の森 

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月21日（火）１2：30～ 

[変更後] 4月21日（火）19：00～ 

［場 所］ 松屋本館 

○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 

○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～ 

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 4月30日（木）１3：00～ 

○中央ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 5月1日（金）１2：30～ 

 

◆新入会員自己紹介 2回目（阪田英治君） 

   

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。自己紹介2回目の今回は家族

についてお話したいと思います。私は京都府宇治市に

生まれ、両親はともに80歳を超えておりますが幸いに

も元気に二人で暮らしています。私自身は49歳で結婚

いたしまして、現在2歳になる双子の娘がおります。

今回熊本に赴任するにあたり家族を伴ってまいりま

したので、家族で色々な経験や思い出ができればと思

います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

  今月は雑誌月間ですので、3ページの RI会長メッセ

ージから始めます。「ロータリーの雑誌を分かち合お

う」の表題で、「ザ・ロータリアン」は世界で最も古

くから出版されている雑誌の一つで、1911年ポール・

ハリスの寄稿文を特集して創刊し、以来休刊すること

なく今日に至っていますが、モノクロ印刷でほんの数

ページで写真もほとんどなく、広告はピアノ業者や紳

士洋品店、給水・給湯が完備されたホテル1軒でした。

現在はスマートフォンやタブレットで読むことがで

き、地域雑誌は24の言語で発行されています。この雑

誌にはデズモンド・ツツ、ニコラス・マレー・バトラ

ーをはじめとする17人のノーベル賞受賞者、19人のピ

ュリツァー賞受賞者が執筆されています。「ザ・ロー

タリアン」は、ロータリアンだけが楽しめるものでは

なく、ロータリーの公共イメージを広め、ロータリア

ンが行う活動を世界に示す素晴らしい方法・手段であ

ると述べられています。7ページには本年度7～4月号

までの表紙が出ています。8～9ページは世界のロータ

リー雑誌の表紙です。次に10～14ページにはロータリ

ーの友地区代表委員の方々の立場や仕事の内容が書

かれています。来期は私がこの役職を仰せつかってお

ります。簡単に考えてお引き受けしましたが、この記

事が1ヶ月早く出ていたらお引き受けしなかったと思

います。というのも、仕事の量がかなり多いというこ

とが分かりました。まず、ガバナー事務所との密接な

関係を持って活動し、たまにはガバナー公式訪問にお

供することもあるようで、そこでお話したり、地区研

修協議会等でお話をしたり、毎月「ロータリーの友」

を読んで感想や意見を毎回翌月15日まで提出する義

務があるようです。さらに各クラブの雑誌委員長との

連絡を密に取り、地区の情報を編集部に提供したり、

投稿の依頼も常にお願いするのも日常の義務のよう

です。また、年に3回ほど上京もあるようで、大変な

役を仰せつかったと思っています。15ページに1961年

8月号の熊本 RC・熊本南 RC 合同活動の記事「新聞配達

青少年慰労激励会」が出ています。次に27ページに大

分南 RC の“福島にこらんしょ！にいってきたけん”

という記事で、11月30日いわき分区 IM「紡ぐ ロータ

リーの絆」にクラブの有志10人が参加、会長からいわ

き市の清水敏男市長に寄付金10万円を手渡し、感謝状

をいただいたとあります。翌日は福島第一原発付近の

帰宅困難地域を視察、震災の爪痕に一同絶句。今後の

復興への協力を再確認された様子が書かれています。

次に縦書きに移ります。13ページ、「ロータリークラ

ブ在籍50年に思う」という明石西 RC の多胡健吾会員

の記事で、ロータリーの変化、特に国際ロータリーの
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方針の変化を訴えておられます。「一業一会員の原則」

が2001年規定審議会で廃止され、「規則的例会出席の

原則」が1968年以後度重なる規制緩和で有名無実にな

り、ロータリーの核がなくなってしまい、ロータリー

主催であればゴルフコンペでもメーキャップできる

ようで、ロータリーはどこへ行ってしまうのだろう？

20世紀初頭のロータリーの原点に学び、その本質に回

帰すべきと訴えられています。21ページ川柳コーナー

に熊本中央 RC 波佐間英樹会員の句が出ています。 

 

●スマイルボックス（園田修司君） 

○田川憲生君・喜讀宣友君・西川尚希君 

 4/11（土）ロアッソ熊本応援ツアーに参加された皆様

お疲れさまでした。負けて残念！次回は勝利と行きた

いものです。また、昨日4/12（日）熊本南 RAC 主催の

下江津湖清掃に参加された皆様お疲れさまでした。次

回はボートに乗りながらの清掃もいいかも・・・本日

の卓話者 堀川貴史会員・漆島典和会員、会員のため

になる卓話をよろしくお願いします。（藤見泰之会員、

次回に変わってもらってごめんなさい） 

○坂本研一君・三角雄介君・北口 誠君 

 本日の卓話者、漆島典和会員にスマイルします。「曲

水の宴」という文化的なお祭りを、とても文化的とは

言えない人々がやっております。一人でも多くの方々

に観ていただけるような卓話をお願いします。 

○浅山弘康君 

 お花見の会では大変楽しい時間を過ごすことができ

ました。マグロ絶品でした。帰りの際にかっぽ酒を温

める竹をいただきましたのでスマイルいたします。 

○古財良一君・馬場大介君・園田修司君・三角雄介君 

 藤見泰之君・坂本幸樹君・北口 誠君・鬼塚貴志君 

 木村仁治君 

 先日4月7日の花見の会に参加いたしました。永井会員

の用意されたマグロも最高で、本当に楽しい会でした。

ご準備いただいた井上雅文委員長はじめ、親睦活動委

員の皆さま、ありがとうございました。 

○永井富士雄君 

 先週7日の花見の会ではマグロの解体を企画いただき

ありがとうございました。今回は32kg の蓄養マグロの

片身を試食いただきました。皆さまの好意に担当者も

大変喜んでいました。 

○馬場大介君 

 昨日熊本南 RAC で企画した家族清掃に参加しました。

熊本南 RC からも寿崎パストガバナー、後藤会長エレ

クト、喜讀幹事にご参加いただき、ありがとうござい

ました。人数は少ないながらも皆さまのご協力で大収

穫でした。RAC 委員長としてスマイルします。 

 

○井上雅文君 

  4月7日お花見の会に29名の皆さまにご参加いただき

ました。国産のマグロを手配していただきました永井

会員、焚火用木材の提供をいただきました堀川会員、

委員会メンバーではありますが、懐メロ映像セットや

かっぽ酒を無償で提供いただきました古財会員、あり

がとうございました。また、バーベキューの焼き係に

徹していただいた若手会員の皆さま、会を大いに盛り

上げていただきましたベテラン会員の皆さま、本当に

ありがとうございました。また、4月11日ロアッソ熊

本観戦ツアーにご参加いただきました皆さまありが

とうございました。田川会長夫妻にも駆けつけていた

だきました。スコアは1対0で横浜 FC に負けてしまい

ましたが、天候もよく、後半途中まで三浦知良選手も

観ることができてよかったです。 

○高宮 宏君 

 新入会員の阪田さんと話しましたら、私の妹婿も JAL

に勤務しておりまして5～6年前に退職したのですが、

名前だけはご存知でうれしく思いました。頑張ってく

ださい。 

○原 裕一君  Ⅱ 

 久しぶりのホームクラブ例会出席です。反省の意味で

スマイルします。 

○鬼塚貴志君  Ⅱ 

 長らく休んでいたお詫びのスマイルです。 

○塚本 侃君 

 今日所用のためは早退します。お詫びのスマイルです。  

○水野東洋君 

 今日所用のためは早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●第6回ビジネス例会（三角雄介君） 

○次年度地区幹事報告    堀川貴史君 
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○曲水の宴     漆島典和君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆4/11ロアッソ熊本観戦＠うまかなよかなスタジアム 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆4/12熊本南 RAC 家族清掃＠江津湖 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


