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5 月 10 日 2015-16 年度 RI 第 2720 地区 地区研修・協議会 in 熊本保健科学大学 

実は映画界からのようで、お正月やお盆に話題作を公

開するのですが、この連休時期に多数の動員を生み出

し活性化を目的として、当時の大映常務の松山秀夫氏

によって作られた宣伝用語です。大映は続いて秋の文

化の日を中心とした期間をシルバーウィークと名付け

ましたが、こちらはあまり定着しておりません。NHK

や一部の民放・新聞社は、元々このゴールデンウィー

クが宣伝用語だったことから、「春の大型連休」という

表現をしております。問題点は色々あります。この時

期の祝日の意義、何日は何の日か顧みなくなったよう

に思います。また、進学や就職で環境が変わり、この

連休で一気に疲れが出て、いわゆる「五月病」になる

人が多い。もう一つは行楽地や帰省客、イベント等で

大渋滞が発生します。これらの解決策として、民主党

時代に地域によって連休時期を変えようとの案があり

ましたが、結局のところそのままで、現在では語られ

ることもなくなりました。 

 

 

 

 

会長報告（田川憲生君） 

皆さん、こんにちは。当クラブにとってまた一つ喜

ばしいことがございました。藤木正幸会員が御船町長

選で見事当選されました。おめでとうございます。後

ほど藤木会員よりご報告いただきたいと思います。さ

て、ゴールデンウィークも終わりましたが、このゴー

ルデンウィークとは一体何なのか、調べてみますと本

来は 5月 3日から 5日までの 3日間を指すようですが、

一般的には 4 月 29 日から 5 月 5 日までとされていま

す。ちなみに 4 月 29 日は天皇誕生日でしたが、現在

は昭和の日となっております。5 月 3 日は憲法記念日、

5 月 4 日はみどりの日、5 月 5 日はこどもの日です。

以前は 4 日は休日でなく、いわゆる飛び石連休だった

のですが、1985 年に国民の祝日に関する法律の改正が

あり、5 月 4 日が振替休日でなくても「国民の休日」

とし連休となりました。さらに 2005 年の改正で、憲

法記念日やみどりの日が日曜と重なった場合、こども

の日の翌日を振替休日としたため、その分休日が増え

るということになりました。ではゴールデンウィーク

という名称はどこから来たのか、ご存知でしょうか？ 

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 ボヘミアンブラザーズ様 

               

     

 

  

                              

         

        

 

              

  

        

  
 

５/３０ ロータリーリーダーシップ研究会 

パートⅠ＠アスパル富合 

６/６ 14-15 熊本第 4G会長・幹事懇親会 

    ＠料亭とくなが 

６/６-９ RI国際大会＠サンパウロ 

６/１３-１４ RI第 2720地区 第 30回 RAC

研修会・次年度会長部会 

＠ホテルサンバリーアネックス 

 

第３４回例会記録（通算第 2643回）  

平成 27（2015）年５月１１日 

    

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 

ございません 
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幹事報告（喜讀宣友君） 

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

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

クトクラブ会長部会のご案内」が届いております。参加希

望の方は申込書にご記入をお願いいたします。（再回覧） 

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

のご案内」が届いております。参加希望の方は登録申込

書にご記入をお願いいたします。（再回覧） 

 

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 

６1名 ４４名 78.58％   ８４.２１％ 

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） 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更 

[変更前] 5月20日（水）１2：30～ 

[変更後] 5月17日（土）7：30～ 

［場 所］ 江津湖 

○グリーンＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 5月25日（月）１8：30～ 

［場 所］ 亭の元 

○西南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 5月28日（木）１2：30～ 

 

◆新入会員自己紹介 1回目（田中裕司君） 

 

 

 

 

 

氏名：田中裕司君 

生年月日：昭和46年6月20日 

勤務先：弁護士法人 田中ひろし法律事務所 

推薦者：古川尚徳君・平尾豊幸君 

 

◆藤木正幸君より報告 

  

 

 

 

 

 藤木正幸会員より、御船町長選 当選のご報告がござ

いました。おめでとうございます！今後ますますのご

活躍を祈念いたします。 

◆次年度会員維持増強委員会報告（高宮 宏君） 

 5/10開催されました2015-16年度 RI 第2720地区研修・

協議会の分科会で「会員維持増強委員会」に出席いた

しました。その中で熊本 RC の会員より退会者がゼロ

だという報告がございました。熊本 RC では新入会員

の推薦があった場合、まず会員維持増強委員会メンバ

ーを中心に皆さんでよく検討され、長老会員の方々に

意見を聞き、了解を得て理事会にかけ、全会員に通知

するという手順を取られているとのことです。また、

インフォメーションにつきましてもロータリーの義

務や寄付行為等、厳しい部分の話を先に説明し、きち

んと納得された上で入会いただくとのことでした。参

考になればと思います。 

 

◆ガバナーエレクト報告（野田三郎君） 

昨日、2015-16年度 RI 第2720地区研修・協議会が皆さ

まのご協力を得て、無事終了いたしましたのでご報告

と改めてお礼を申し上げます。熊本保健科学大学にて

地区内より800名ご参加いただきました。準備段階よ

りお世話いただいた次年度地区幹事の堀川会員はじ

め、次年度副幹事の皆さま、また、当日お手伝いいた

だいた会員の皆さまのお陰で大変スムースに行われ

ました。ありがとうございました。いよいよ7月より

ガバナー年度となります。7/6最初の公式訪問が熊本

南 RC です。1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（古川尚徳君） 

 ［結婚祝］             ［誕生祝］ 

田川憲生君    5.2        水野東洋君    5.2 

後藤 博君     5.7        原 裕一君    5.11 

西川尚希君    5.13       稲留 穂君    5.23 

坂本研一君    5.17       東矢憲一郎君  5.29 

東矢憲一郎君   5.19 

吉永彰一君     5.20 
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●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・後藤 博君 

 昨日の地区研修・協議会お疲れさまでした。堀川貴史

君・坂本幸樹君の名司会、それに藤木正幸君、古財良

一君の所のおいしい弁当を2個もたいらげました。あ

りがとうございました。新入会員の田中さん、入会お

めでとうございます。また、北口君と藤見君の卓話楽

しみにしています。 

○平尾豊幸君・古川尚徳君 

 田中裕司君の入会を歓迎してスマイルいたします。 

○漆島典和君・坂本研一君・園田修司君・坂本幸樹君 

北口 誠君 

田中裕司君の入会を歓迎してスマイルいたします。夜

の姿は全然違うと聞いています。新入会員歓迎会が楽

しみです。 

○寿崎 肇君 

 昨日の第2720地区研修・協議会は熊本南 RC 皆さまホ

ストで活発な行動は大変好評でした。野田ガバナーエ

レクトの地区方針、人生観は大変感動と各パストガバ

ナーは話しておられました。私も我がことのように自

慢しておきました。5/9のディスカッショントレーナ

ーゼミは大変勉強になりました。また、5/30熊本で講

師を含めゼミがあります。自分の事業のプラスになり

ます。ぜひ押しかけてください。 

○久峨章義君 

 昨日の地区研修・協議会に参加させていただきました。

野田ガバナーエレクトはじめ、ご参加いただいた方々、

お手伝いされた方々、大変お疲れさまでした。 

○堀川貴史君 

 地区研修・協議会が無事終わりました。熊本南 RC の

力を結集し、見事な運営となりました。皆さまのさら

なるご協力をよろしくお願いします。 

○今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君・丸山浩之君 

 昨日の地区研修・協議会のお手伝いをしてまいりまし

た。野田ガバナーエレクトをはじめ、ご参加いただい

た皆さまお疲れさまでした。堀川次年度地区幹事の抜

けのないマネジメントのおかげで成功裏に終えるこ

とができたと思います。今後も副幹事一同サポートし

ていきます。 

○井上雅文君 

 昨日の地区研修・協議会に参加させていただきました。

お弁当係の役割をいただきましたが、地区副幹事の

方々はじめ、皆さまのご協力をいただき、トラブルな

く終えることができました。ありがとうございました。

また、本日は熊本青年会議所で大変お世話になりまし

た、田中裕司先生の入会を歓迎いたします。 

 

 

○三角雄介君 

 本日の卓話 北口さん・藤見さん、よろしくお願いし

ます。勉強させていただきます。また、昨日の地区研

修・協議会でもたくさん勉強させていただきました。

勉強勉強の日々です。 

○藤木正幸君  Ⅱ 

 今回の統一地方選ではロータリーの友情を深く受け

まして、ありがとうございました。また、昨日の地区

研修・協議会では我が社のお弁当をご注文いただき、

併せて感謝いたします。 

○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・丸山浩之君 

 星野誠之君・三角雄介君・坂本幸樹君・北口 誠君 

 Ⅹ 

  第6回代継宮曲水の宴、午前中の雨も上がり13時から

晴れ、無事にご奉仕することができました。ご協力い

ただいた会員各位をはじめ、皆さまに心から感謝いた

します。 

○藤見泰之君  ★リレースマイル★ 

 本日は例会内の大切な時間を頂戴し卓話いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。北口会員の卓話も

楽しみにしております。ご報告ですが、仕事ではメガ

ネを作り、プライベートでは子供を作ることができま

した。来週は原会員にリレーいたします。よろしくお

願いします。 

○漆島典和君・坂本研一君 

  第2720地区研修・協議会は急遽所用のためお手伝いで

きませんでした。参加された会員の皆さま、お疲れさ

までした。 

○齊藤直信君 

 今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●第7回ビジネス例会（三角雄介君） 

「自動車リサイクル法について」    

北口 誠君 
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「視力補正におけるこれからの眼鏡について」 

藤見泰之君 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆5/10 2015-16年度 RI第2720地区 地区研修・協議会 

                  in 熊本保健科学大学 

 

 

 

 


