第３９回例会記録（通算第 2648 回）
平成 27（2015）年６月１５日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

いよいよ野 田 ガバナー年 度 がスタートします！

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

６/２７ 2015-16 会員増強セミナー
＠ホルトホール大分
７/６ 野田ガバナー公式訪問

4.常任委員長 退任挨拶

７/１１ 広報（IT）研修会＠グランメッセ熊本
７/２５ 管理運営・職業奉仕セミナー
＠熊本保健科学大学

来訪者紹介
島崎征夫様（熊本県企画振興部 部長）
村田眞一郎様（八代 RC）

の後押し的発言をする人が多く、いやになることも多
会長報告（田川憲生君）

かったのですが、こういう発言をする人がいるという

皆さん、こんにちは。先日、送られてきた九州経済

のは心強いと思います。「地方の創生無くば日本の創

連合会・九経連の機関紙の巻頭言に同連合会副会長で

生なし」と思います。福田氏が指摘したように、この

山口銀行頭取の福田浩一氏が「どうする地方創生」と

国の統治機構を根本的に変えなければ、東京一極集中

題して、書いていました。私の考えとぴったり合った

は是正できないし地方の消滅都市が続出してくるのは

ので、ご紹介します。「今年前半で流行語大賞を決定

明らかです。道州制を導入し、それぞれの州に人、モ

するなら、栄冠は地方創生に輝くのではないか。(中

ノ、金、権限を集中させることで、そこに新たなビジ

略)現在は各地でいかに地方創生に取り組むか、議論

ネスを求めて、会社が地方に移転してきます。それに

が展開されている。(中略)この地方創生で、我が国の

よって、人の流れを止めるダム効果も生まれてくると

深刻な課題である人口減少まで解決しようという欲

思います。政府が言っているような税制優遇で本社の

張りな狙いまで見え隠れするのである。地方創生はま

地方移転はなかなか難しいし、さらに驚いたのは、年

ち・ひと・しごと創生であるとし、雇用創出に注力し、

とったら故郷に帰ろうなんて、地方を姥捨て山にする

結婚、出産、子育てを応援し、新しい人の流れを作る

つもりかと怒っています。そのような小手先の政策で

取り組みを求めているのである。それを地域間競争で

は地方創生は絶対できないし、失敗したら、地方の責

知恵を絞って、用意した財源を勝ち取れとは少し無理

任にする思惑が浮かび上がってきます。私は最近、怒

があるのではなかろうか。ならば政府には公的機関の

っています。

思い切った地方への移転や地方への権限移譲を率先
し、かつ早急に実行してもらいたい」と書いています。

幹事報告（喜讀宣友君）

経済団体でここまで明確に地方創生に切り込んだ発

1.本日13：40～熊日倶楽部にて「次年度歴代会長会」を開

言は極めて珍しいと思います。経済団体はとかく政府

催いたします。関係各位はご出席をお願いいたします。

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

名ほどが女性ですので、女性が頑張っている会社です。
私のほうは2年半前に結婚しまして、今回熊本に赴任す

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６１名

出席数
４１名

出席率

前々回
修正出席率

74.55％

７２.４１％

出席規定適用免除者

6名

るにあたり家内を伴って参りました。子どもはまだおり
ません。色々なことにも積極的に参加していきたいと思
っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。

欠席記録免除者 1名
◆野田三郎ガバナーエレクト報告

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
○05福祉ＲＣ～親睦会のため日程変更
[変更前] 6月23日（火）１2：30～
[変更後] 6月27日（土）18：00～

6/6～9 ブラジル サンパウロで開催されました「ロー

○江南ＲＣ～定款に基づき休会

タリー国際大会」に参加してまいりました。ブラジル

[日

程] 6月24日（水）１2：30～

の時差はちょうど 12 時間ですが、移動に 24 時間ほど

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

かかりました。国際大会は開会式、本会議に参加いた

[日

程] 6月24日（水）１8：30～

しました。本会議の中で、目の不自由な方同士の青少

○北ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

年交換事業についてのお話がございました。実際に参

[変更前] 6月25日（木）１2：30～

加されている方がお話をされたのですが、私も含め会

[変更後] 6月24日（水）18：30～

場の皆さんも非常に感激されていました。また、10 歳

［場 所］ 麦菜館

の女の子でしたが、お姉さんが病気で亡くなられ、そ

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会

のことがきっかけで色々な奉仕活動に参加したお話

[日

程] 6月25日（木）１9：00～

に非常に感銘を受けました。ロータリーの奉仕活動に

○城東ＲＣ～定款に基づき休会

通じるものがあると感じました。今大会に参加し、改

[日

程] 6月29日（月）１2：30～

めてロータリーのことを考える時間を持てたことが

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更

非常に良かったと思います。さて、いよいよ次年度ま

[日

程] 6月29日（月）１8：30～

で 2 週間となりました。ガバナーとしての準備は最終

［場 所］ ホテル日航熊本 桃李

段階となっております。第 1 回目のガバナー公式訪問

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

は 7/6 当熊本南 RC です。地区幹事の堀川貴史会員、

[変更前] 6月30日（火）１2：30～

地区副幹事の今村浩昭会員・馬場大介会員・園田修司

[変更後] 6月30日（火）１8：30～

会員・古財良一会員はじめ、熊本南 RC の会員の皆さ

［場 所］ ニュースカイ ブランミュール

んには大変お世話になります。体調に気をつけて 1 年

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

間頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

[変更前] 6月30日（火）１2：30～

いたします。

[変更後] 6月30日（火）１9：00～
［場 所］ 松屋本館

委員会報告

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日

ございません。

程] 6月30日（火）１2：30～
●スマイルボックス（園田修司君）

新入会員自己紹介 3回目（向臺行雄君）

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君
本日の卓話者、熊本県企画振興部 部長の島崎征夫様
に感謝しスマイルいたします。ためになる卓話を期待
しております。短い時間ではありますが、よろしくお
願いいたします。また、本日の来訪者 八代 RC の村田
眞一郎様を歓迎いたします。当クラブの例会をお楽し

皆さん、こんにちは。3回目の自己紹介です。弊社は営

みください。

業職員数約12,000名ですが、男性はわずか300名ほどで
女性の比率が95.7％です。内勤職員も4,400名うち2,400
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○漆島典和君・坂本研一君・北口

誠君

④人口増加、地球資源問題（生物、森林、海洋、水、表

本日の来訪者、八代 RC の村田さんを歓迎いたします。

土、汚染）

当クラブの例会を楽しんでください。

－人口の更なる増加、１人当たり消費量の増大

○星野誠之君

－食料価格の高騰、食料供給力の減少

遅くなりましたが、新入会員の田中裕司さんの入会を

－表土と地下水

歓迎します。田中さんは中学の先輩であり、学部は違
いますが大学も先輩になります。福岡時代から、また

⑤生物科学、生化学、遺伝子工学等に関する革新的技

熊本に戻ってからも噂をよく聞いています。これから

術

もよろしくお願いします。

－オーダーメイド医療

○野田三郎君

インプラント

－人工生命（合成ウイルス）

先月5/31に初孫が生まれました。名前は長野明依（め

－マイクロバイオーム 100 兆個の微生物と抗生物質

い）です。濱田会員にとってはひ孫になります。
○濱田定勝君

Ⅱ

⑥大気と気候のバランス

久しぶりに例会出席し、皆さまのお元気な姿に接し、

－温暖化汚染物質の排出

私も元気を与えていただきました。ありがとうござい

－政治的合意

ます。感謝を込めてスマイルいたします。

－政策の選択肢、考え方の転換

○久峨章義君・井上雄一朗君・古財良一君・丸山浩之君
岩野衆次君・西川尚希君・水野東洋君・古川尚徳君

【例会予定】

田中裕司君

6/29 会長・副会長・幹事退任挨拶

平尾さん、大和ハウス工業㈱熊本支店60周年おめでと

7/6

うございます。次は舞妓さん、30人は呼んでください

7/13 会長・副会長・幹事就任挨拶

ね！

7/20 祝日のため休会

○喜讀宣友君

ガバナー公式訪問 ガバナーアドレス

7/27 常任委員長就任挨拶・寿崎奨学生挨拶

昨日、本荘のコンビニで田中裕司会員をお見かけしま
したが、ご挨拶もしませんでした。お詫びのスマイル

【RAC・IAC の例会日程について】

です。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：7 月 2 日（木）20：00～

●外部卓話（三角雄介君）

場所：西部ガス

「地球規模で進展している変化について」

内容：所信表明

島崎征夫様（熊本県企画振興部 部長）
6つの要因

日時：7月16日（木）20：00～

①完全一体型のグローバル経済の出現

場所：西部ガス

－アウトソーシングとロボットソーシング

内容：未定

失業と富の集中
－金融のスピード

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第1・３水曜日）

－ナノ技術、３Ｄ印刷（積層造形）

日時：7月1日（水）16：00～
場所：国府高校

②世界規模の電子通信網の出現

内容：未定

－インターネットとユビキタスコンピューティング、
ビッグデータ

日時：7月15日（水）16：00～

－革命的政治運動

場所：国府高校

－教育・医療への展開

内容：未定

③世界における政治力、経済力、軍事力のまったく新

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生

しいバランス

徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

－米国のリーダーシップ低下（正当性・特別利益団体）
－国民国家と多国籍企業

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。

－中国の台頭
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◆ロータリーニュース（国際ロータリーHP より）

ホァン会長、任期終了を控えて
ゲイリー C.K. ホァン RI 会長とラビンドラン会長エ
レクトは、ステージで通例のクラブバナー交換を行い、
非公式なかたちで会長職の引継ぎを行いました（新た
な会長任期は 7 月 1 日に開始）。
ホァン会長は、出席者を前に感謝の気持ちを述べまし
た。
「会長として最も意義深いと感じたのは、ロータリア
ンと話し、ロータリーのストーリーを語り合うことで
す。面白い話があれば、簡素で平凡でも、心の奥深く
に響くようなストーリーもあります」世界中を回って
訪れた奉仕プロジェクトにも触れ、どれほど感銘を受
けたかホァン会長は語りました。
「プロジェクトを目の当たりにすると、私はいつも、

6/4～9 ブラジル サンパウロにて、RI 国際大会が開催

『もっと多くの人をロータリーに誘うことができれ

されました。今回の国際大会には、150 を超える国や

ば、どれほど多くの人びとに好ましい変化をもたらす

地域から 14,500 人が出席しました。

ことができるだろう』と感じました。ただ待っている

K.R. ラビンドラン RI 会長エレクトが、7 月 1 日に新

だけでは変化は起きません。常に自分の限界にチャレ

たに導入される会員特典プログラム「ロータリー グ

ンジし、仲間と切磋琢磨することで可能性は広がって

ローバル リワード」に関する発表を行いました。こ

いくのです。ときには、誰かをロータリーに誘うこと

のプログラムは、会員の満足度を高めて会員増強につ

で変化が生まれることもあるでしょう」「ロータリー

なげることを目的としています。「この革新的なプロ

は私の人生を変えました。私のストーリーを聞いて、

グラムによって、ロータリー会員は世界中の数百もの

自分も地域社会の有望な若者をロータリーに迎えよ

企業・ビジネスから提供される特典を利用でき、参加

うと感じてもらえれば幸いです。いつの日か、私たち

企業の数は現在も増えている」と話すラビンドラン会

が手を差し伸べた人たちの中から、未来のロータリー

長エレクト。「ロータリアンが日々の生活のさまざま

会長や偉大なビジネスリーダー、市長や一国の大統領

な場面で利用できる特典が含まれており、利用の度に

が生まれるかもしれません。ロータリーでは、何だっ

財団に寄付が送られる特典もあります」参加企業には、

て実現可能なのですから」

レンタカー会社、ホテル、レストラン、娯楽施設など
の世界中の企業が含まれており、次年度を通じてさら
に多くの企業からの特典が加わる見込みです。「世界
へのプレゼントになろう」という 2015-16 年度のテー
マを掲げたラビンドラン氏、「ロータリーネットワー
クに参加し、ロータリアンとして活動することの恩恵
を得る新たな方法となる」と、この特典プログラムへ
の期待を語りました。

【2015-16 年度のテーマ】
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