第３３回例会記録（通算第 2642 回）
平成 27（2015）年４月２７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

本日の卓話は、九州 電力㈱熊本 支社 長 藤本 淳一 様にお話いただきました。
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4.第 7 回ビジネス例会 藤見泰之君
北口 誠君
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藤本淳一様（九州電力株式会社熊本支社長）
小崎義幸様（九州電力株式会社熊本支店）
永本義博様（熊本’05 福祉 RC 会長）
田中洋子様（熊本’05 福祉 RC 副会長）

るそうです。因みに世界一はもちろん日本企業で、大
阪にある金剛組という寺社仏閣を建てる建築会社で、
創業 1437 年だそうで西暦 578 年に聖徳太子の命により
大阪の四天王寺を建てたと記されています。第 2 位は

会長報告（渕田俊郎君）

皆様もよく耳にされる、京都の池坊華道会だそうで創

皆さん、こんにちは。今年は天候不順により、桜の

設 1420 年、第 3 位が山梨県の西山温泉にある慶雲館と

花を楽しむという期間が短かったような気がします。

いう旅館で創業 1309 年だそうです。このような老舗が

桜の花と言うのは、よく生きざまに例えられ「パッと

なぜ日本に多いのかと言いますと、一つには先の大戦

咲いて潔く散る」そこが桜の魅力ある一面かも知れま

後の一時期を除き他国に支配を受けていないこと。二

せんが、私は桜の花とは裏腹にいかに長寿をするかと

つ目は日本人の慎ましく勤勉な国民性。三つは顧客の

言う事に気を付けています。先般、雑誌を見ていまし

ために誠心誠意を尽くすという顧客第一主義ではない

たら、人間の長寿ではなく「企業の長寿」の記事があ

かと言われていますが、つまりは勤勉で誠意を尽くし、

りました。ご覧になった方もあるかと思いますが一寸

人を大事にする事が企業を永続させる大きな要素では

と目を通してみました。我々、熊本南 RC の中にも野

ないかと思います。ロータリーに於いても職業奉仕の

田会員の会社が創業 137 年、濱田会員の会社は創業

中に「人のお役に立つ」「人の喜ぶことをする」等、

125 年という長寿企業があり、熊本南 RC 会員としての

利他の心の精神がありますが、こういう事にも共通す

誇りとする所でございます。さて、その雑誌の記述に

るのかなぁと感じます。話は変わりますが、今週末か

よりますと、世界中で創業 300 年以上の企業が 980 社

らゴールデンウィークに入りますが連休明け早々に地

あり、その半数以上の 53％に当る 520 社が日本企業で

区研修・協議会がございます。お役を受けておられる

あり、その業態はと言いますと、酒蔵が 88 社、和菓

方はゆっくり休みが過ごせないかもしれませんが、ど

子業が 71 社、続いて旅館が 64 社、その他となってい

うぞよろしくお願いいたします。

るそうです。
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

臨時理事会報告（渕田俊郎君）

●スマイルボックス（園田修司君）

・向臺行雄様の入会について ⇒ 承認されました。

○永本義博様・田中洋子様（熊本’05福祉 RC） Ⅲ

・藤木正幸会員の御船町長選当選について

おかげさまで熊本’05福祉ロータリークラブも創立

⇒ クラブより祝電を送ることが承認されました。

10周年を迎えることができます。つきましては、記念
式典並びに祝賀会を8月22日ホテルキャッスルにて開

幹事報告（喜讀宣友君）

催いたします。どうかよろしくお願いいたします。

1. RI 第2720地区 ローターアクトより「第30回地区ローターア

○渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君

クト研修会本登録及び、ロータリー及び次年度ローターア

本日の卓話者、九州電力株式会社 藤本淳一様に心か

クトクラブ会長部会のご案内」が届いております。参加希

ら感謝いたします。短い時間ではありますが、よろし

望の方は申込書にご記入をお願いいたします。

くお願いいたします。また、本日のご来訪者 熊本’05

2．熊本’05福祉ロータリークラブより「創立10周年記念式典

福祉 RC の会長 永本義博様、副会長 田中洋子様を歓

のご案内」が届いております。参加希望の方は登録申込

迎いたします。創立10周年おめでとうございます。

書にご記入をお願いいたします。

○田川憲生君

3.本日例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各

今日の例会は別件があり欠席させていただきます。ま

位はご参加をよろしくお願いいたします。

た、本日の卓話者 九州電力株式会社 藤本支店長のお

4.来週5/4（月）は祝日のため休会です。次回は5/11（月）と

話を聞けないのが残念です。お詫びのスマイルです。

なります。ご注意ください。

○堀川貴史君・久峨章義君・漆島典和君

5.5/1（金）都合により事務局は終日不在します。ご迷惑をお

熊本’05福祉 RC の会長 永本義博様、副会長 田中洋

掛けいたします。よろしくお願い申し上げます。

子様のご来訪を歓迎いたします。創立10周年、誠にお
めでとうございます。
○後藤

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席数
３４名

出席率

前々回
修正出席率

61.82％

８５.９６％

出席規定適用免除者

5名

博君・久峨章義君・高宮

宏君・野口泰則君

今村浩昭君・倉崎保広君・田邉信一君・吉永彰一君
馬場大介君・原

裕一君・園田修司君・丸山浩之君

玉田光識君・古財良一君・三角雄介君・藤見泰之君
井上雅文君・坂本幸樹君

欠席記録免除者 2名

藤木正幸君、御船町町長当選おめでとうございます。
みんなで応援した甲斐がありました。これからです。

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

これから御船町をより良い町にしてください。また、
熊本’05福祉 RC の永本様・田中様、九州電力㈱の藤

例会変更のお知らせ

本様・小崎様のご来訪を心から歓迎します。

ございません

○寿崎

肇君

韓国 RI 第3630地区 地区大会に参加してまいりました。
◆熊本’05福祉ロータリークラブよりご案内

参加された韓国の PG20名ほどとお話をしました。この

永本義博様（熊本’05 福祉 RC 会長）

地区に参加するのは今回が最後です。
「別れは言うな」

田中洋子様（熊本’05 福祉 RC 副会長）

と言われていましたので、じっくり改めて顔を悟えて

創立 10 周年記念式典のご案内

まいりました。来年ソウルで世界大会があります。日

開催日

本から1万人が目標とのこと。ガバナー出身クラブの

会

2015 年 8 月 22 日（土）15:00～

場 熊本ホテルキャッスル「クリスタルホール」

熊本南 RC からたくさん参加してくださいとのことで

多数の皆さまのご参加をお待ちしております。

した。
○塩井泰明君

委員会報告
●職業奉仕委員会（北口

★リレースマイル★

本日は私用のため休みます。体は少しずつ良くなって
誠君）

います。改めて皆さまとご家族の健康を祈念いたしま

ご案内しておりますとおり、5/18（月）15:00～株式

す。次は藤見泰之君にお願いします。

会社キューネット様にて、今年度第2回目の職場訪問
を開催いたします。多数の皆さまのご参加をお待ちし
ております。
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●外部卓話（三角雄介君）
「電力事業を取り巻く最近の状況について」
藤本淳一様（九州電力株式会社 熊本支社長）
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【例会予定】
5/11 ビジネス例会 藤見泰之君・北口

誠君

5/18 外部卓話 ボヘミアンブラザーズ様
5/25 会員卓話 阪田英治君
6/1

外部卓話 高杉 稔様

6/8

ビジネス例会 井上雅文君他（調整中）

6/15 外部卓話 島崎征夫様（熊本県企画振興部 部長）
6/22 常任委員長退任挨拶
6/29 会長・副会長・幹事退任挨拶

【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）
日時：5月21日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：来期引継勉強会
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：5月20日（水）16：00～
場所：国府高校
内容：未定

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。
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。
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