第４０回例会記録（通算第 2649 回）
平成 27（2015）年６月２２日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

新入会員の阪田英治会員・田中裕司会員・向臺行雄会員。楽しいロータリーライフを！

1.今日の歌

７/６

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

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

4.会長・副会長・幹事 退任挨拶

野田ガバナー公式訪問

＠熊本保健科学大学

来訪者紹介
ございません

ら同時に拍手が沸き起こったのです。私たちが訪れる
会長報告（田川憲生君）

直前は岩手県が交渉しており、孫会長は岩手県に答え

皆さん、こんにちは。今月の 16 日から 2 泊 3 日の

たのと同じ発言をしてしまったのだと思います。人に

日程で台北に行ってきました。熊本-高雄間の定期便

よっては「いや、あれは演技だ」という人もいました

就航の実現を目指して、知事をトップとするチャイナ

が、本当のところは分かりません。ただ、孫会長は私

エア訪問に経済界代表として参加しました。この中

たちと昼食を一緒にとった時、「定期便は週 3 便で行

で、孫同社会長は 10 月の冬ダイヤから週 3 便の定期

きましょう」と言ったのです。社内的には週 2 便で内

便を就航させると明言し、2 年半に及ぶ運動が実りま

定していたそうですが、会長が週 3 便と言い、それで

した。熊本空港にとっては、ソウル線に次ぐ国際定期

週 3 便決まったのでした。この国際定期便実現の背景

便です。10 月からは香港-熊本間の定期便も予定され

には西川会員の兄の朋希さん（桜十字病院理事長）の

ており、熊本空港もやっと国際空港へと脱皮しそうで

存在があります。朋希さんがロンドンにいた時、高雄

す。チャイナエアとの交渉では、知事が「定期チャー

市長の側近の子供さんと親しくなり、それを吉村郁也

ターから定期便の就航を」と要望すると、孫会長は、

県知事政策参与が県と高雄市との関係まで高め、蒲島

翌日から開催される日本旅遊イベントについて話し

知事に定期便をと働きかけたのが実情です。蒲島知事

出し、なかなか定期便についての話には至らず、やっ

はこの 2 年半の間に 6 回台湾を訪問。当初、チャイナ

と定期便の話になったら、何と「定期チャーターの搭

エアはとても冷たかったのですが、知事の熱意と定期

乗率は目標を達成させたい」と発言しました。これに

チャーター便の搭乗率の高さ、そして、九州の真ん中

は熊本側もビックリ、定期便はダメなのかという雰囲

で、新幹線も通り、政令指定都市でもあり、阿蘇や熊

気になったのです。すると、隣に同席していた社長と

本城と世界的な観光資源を持つ熊本県に魅力を感じた

副社長が、あわてて発言を訂正し、孫会長も「そうだ

のだと思います。岩手や愛媛はもう 7、8 年間も定期チ

った」といった表情で、「熊本と高雄間は 10 月から

ャーターのまま推移しています。国際定期便が相次い

定期便にします」と述べ、熊本側とチャイナエア側か

で実現する中で、熊本県としては国際線ビルがあまり
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にも貧弱であり、早急に建て替えか増築する必要があり

○水前寺公園ＲＣ～夜例会に変更

ます。同時に免税店など売店の整備も急がれるところで

[変更前] 7月8日（水）１2：30～

す。2019 年には熊本で世界女子ハンドボール大会、ラグ

[変更後] 7月8日（水）１8：30～

ビーワールドカップがあり、2020 年には東京オリンピッ

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため場所変更

クがあります。外国語研修や道路標示など観光面での対

[日

程] 7月22日（水）１8：30～

策も緊急の課題でしょう。

[場

所] 未定

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会
[日

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６１名

出席率

前々回
修正出席率

63.64％

７３.６８％

出席数
３４名

出席規定適用免除者

6名

程] 7月29日（水）１2：30～

退会挨拶（浅山弘康君）

欠席記録免除者 1名

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

幹事報告（喜讀宣友君）

本日6月22日をもって退会されます、浅山弘康君より退

1.例会終了後「次年度臨時理事会」を開催いたします。関係

会のご挨拶がございました。今後益々のご活躍をお祈り

各位はご出席をお願いいたします。

申し上げます。

2.次年度臨時理事会終了後「次年度姉妹クラブ委員会 IM」
を開催いたします。関係各位はご出席をお願いいたしま

次年度姉妹クラブ委員会報告（西川尚希君）

す。

本日次年度臨時理事会終了後「次年度姉妹クラブ委員会

3.熊本’05福祉 RC「創立10周年記念式典のご案内」を再

IM」を開催いたします。関係各位のご参加をお願いいた

回覧いたします。参加希望の方は登録申込書に記入を

します。また、6/30（火）にも 18：00～パレアにて「姉

お願いいたします。

妹クラブ委員会 IM」を開催いたします。内容は 8/1～6

4.来週（6/29）例会終了後「臨時理事会」を開催いたし

に行われます、台北大同扶輪社との短期青少年交換留学

ます。関係各位はご参加をお願いいたします。

事業についてです。皆さまにもご案内しておりますが、
ホストファミリーのほうがまだ不足しております。ぜひ

◆2015-16年度臨時理事会報告（後藤
・予算案の承認について

⇒

博君）

ご協力ほどよろしくお願いいたします。

承認されました。
委員会報告

例会変更のお知らせ

ございません。

○城東ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] 6月29日（月）１2：30～

●スマイルボックス（園田修司君）

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更
[日

○田川憲生君・喜讀宣友君・西川尚希君

程] 6月29日（月）１8：30～

浅山弘康会員が本日限りで退会されます。会長含め、

［場 所］ ホテル日航熊本 桃李

熊本南 RC での重要な立場の人でした。残念ですが仕

○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

方がありません。これから益々お元気でご活躍される

[変更前] 6月30日（火）１2：30～

ことを祈っています。

[変更後] 6月30日（火）１8：30～

○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・園田修司君

［場 所］ ニュースカイ ブランミュール

三角雄介君・井上雅文君・坂本幸樹君・北口

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

木村仁治君

[変更前] 6月30日（火）１2：30～

浅山弘康会員のご勇退、心底大変この上なく残念です。

[変更後] 6月30日（火）１9：00～

今後の御健勝をお祈りするとともに、熊本放送のご隆

［場 所］ 松屋本館

昌を心よりお祈りいたします。永い間ご指導いただき、

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会

ありがとうございました。

[日

程] 6月30日（火）１2：30～
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誠君

○浅山弘康君

Ⅹ

○木村仁治君

熊本南 RC 在籍中は大変お世話になりました。楽しい

妻が京都から東京に転勤になりました。7月から子ど

時間でした。後任の杉光をどうぞよろしくお願いいた

もも一緒です。今までは親もいず、子どもが病気の時

します。熊本南 RC の益々の発展を祈念申し上げます。

大変な思いをさせていたのでこれから少し安心です。

ありがとうございました。

家内の負担が軽くなることにスマイルします。

○高宮 宏君

○向臺行雄君

先週17日、熊本南 RC の若手メンバーの方々とゴルフ

今月入会させていただき、今回で4回目の参加となり

をしました。（坂本研一さん、古財良一さん、三角雄

ます。また、初めて親睦活動委員会の IM にも参加さ

介さん、馬場大介さん、北口

誠さん）大変楽しいゴ

せていただきました。これから少しずつお役に立てる

ルフで、夜の飲み会も最高でしたよ。後期高齢者のお

活動ができればと思います。よろしくお願いいたしま

守りをしていただきました。

す。

○井上雅文君

○齊藤直信君

Ⅹ

あさって24日（水）18：30～オーデンにて新入会員歓

久しぶりのホームクラブ例会出席です。6/12～21スペ

迎会を開催いたします。ご出席いただきます皆さま、

イン破格ツアーに行ってきました。6/13サングラス、

ありがとうございます。楽しい有意義な時間となりま

東京で特別レース優勝し、6/20サンシカゴ2着。いい

すようにと思っています。よろしくお願いします。

旅行でした。

○木村弘訓君

Ⅱ

○野口泰則君

昨日2ヶ月を迎えた孫には体育堂の4代目を継いでも

齊藤会員、スペイン旅行から無事帰還されおめでとう

らうため私は心から頑張ります。7月30日は百日（も

ございます。フラメンコ美人はいかがだったでしょう

もか）のお祝いを盛大に行うつもりです。

か？

○園田修司君
先日同窓会活動の一環として事務所開きを行いまし

●常任委員長退任挨拶

た。その際、魚萬生駒の永井会員に低予算にも関わら

○会員維持増強委員長（漆島典和君）

ず立派な天然鯛の尾頭付きをご準備いただきました。
ロータリーの友情に感謝しスマイルいたします。
○寿崎 肇君
6/13RAC 会長・幹事研修会が別府であり、6/20IAC 協
議会がユースピア熊本であり参加させていただきま
した。若い人たちの考え方など勉強させていただきま

本年度会員維持増強委員長を仰せつかり、活動させて

した。IAC 協議会は当クラブの藤見泰之会員が司会を

いただきました。本年度の新入会員は木村仁治さん、

され、名司会ぶりに感激し誇りに思いました。また、

古川尚徳さん、阪田英治さん、田中裕司さん、向臺行

サンパウロ世界大会の報告は、今年度最終例会6/29に

雄さんの5名で、会員の皆さまのご協力で達成するこ

資料をお配りしたいと思っています。元気で勉強させ

とができました。心より感謝申し上げます。また、残

ていただくことに感謝してスマイルさせていただき

念ながら退会された方が2名いらっしゃいました。転

ます。ありがとうございます。

勤等もございますので難しい部分もありますが、今後

○工藤青史君

会員の退会防止が課題となってくると思います。1年

社会人野球 都市対抗大会 九州地区予選で、ホンダ熊

間ありがとうございました。

本を破り、第3代表に滑り込みました。7/22東京ドー
ムで大阪代表の日本生命と戦います。皆さまご声援よ

○クラブ広報委員長（古財良一君）

ろしくお願いいたします。7/22 10：30東京ドームで
お会いしましよう。
○山本 円君

★リレースマイル★

週末、高校総体ラグビーの九州大会の応援に行ってき
ました。残念ながら1回戦負けでした。年末の花園予
選会に向けて頑張ってもらいたいものです。次回リレ

本年度クラブ広報委員長を仰せつかりました古財で

ースマイルは、スマイル委員長の園田修司会員にお願

す。クラブ広報委員会の主な活動として「週報」がご

いします。

ざいます。当クラブは前回の内容を翌週に配布するス
タイルですが、他のクラブでは翌週ある内容を事前に
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用意し配布するところもあるようです。また、本年度

○ロータリー財団委員長（星野誠之君）

よりガバナー月信が紙媒体ではなく、PDF ファイルの

本年度のＲ財団委員長の星野です。田川年度もあと少

「配信」のみとなりました。週報に関しても情報提供

しとなり、R 財団の委員長の任期もあと少しとなりま

の形態が変わる時期に来ていると感じます。なかなか

した。本年度を振り返ると、以下のような活動を行い

難しいとは思いますが、次年度の園田委員長にも取り

ました。

組みを進めていただきたいと思います。また、熊本南

1.ロータリー財団月間として、卓話の実施

RC で Facebook を始めました。現在メンバーは31名で

ロータリー財団月間として、平成 26 年 11 月 17 日に

す。その中でも週報が見られるようになっていますの

例会で卓話を実施しました。未来の夢計画の内容につ

で、今後はこちらもツールのひとつとして活用してい

いては過去数回説明を実施してきたことから、今回は

ければと思います。1年間ありがとうございました。

世界における慈善活動を行っている財団について紹
介をしました。

○クラブ管理運営委員長（吉永彰一君）

2.ロータリー財団委員長として、地区研修会への参加
地区補助金を利用する条件として、当年度のロータリ
ー財団委員長、次年度会長予定の後藤会員、次々年度
会長予定の漆間会員の 3 人で地区研修会に参加しま
した。また、研修会参加後、当会としてのロータリー
財団地区委員会に対して MOU を提出し、地区補助金の

本年度クラブ管理運営委員長を仰せつかりました、吉

申請資格を取得しました。

永です。会員歴は8年ですが、クラブ管理運営委員長

ロータリー財団への寄付の依頼

が何をしなければいけないのか、よく理解していない

会員に対して R 財団への寄付を募り、以下のような寄

ままのスタートで、出席・プログラム・スマイル・親

付をいただきました。

睦活動・会計・SAA の各委員長にはご迷惑をおかけし

1.ガバナー公式訪問時のスマイル

ました。次年度は幹事となります。引き続き皆さまの

2.年次寄付

ご協力をお願いいたします。1年間大変お世話になり

3.久峨会員から寄付（ご母堂様香典返し）100,000 円

ました。

4.100 万ドルランチ寄付

41,000 円
590,000 円
60,000 円

合計 791,000 円
○奉仕プロジェクト委員長（後藤

博君）

残念ながら当期も地区補助金を利用することができ
ませんでしたが、地区委員会のコメントとして、以前
は利用できないとされていたスポーツ大会への利用
も、今後は認めていく方針とのことでしたので、再度
利用可能性を検討する必要があると思います。また、
グローバル補助金についても、第 2720 地区はまだ利

1年間ありがとうございました。私はロータリー歴18

用実績がないとのことから、当クラブとしても利用可

年目、職業分類は洋服仕立販売業です。奉仕プロジェ

能性を継続的に検討する必要があると考えます。私の

クト委員長という役を1年間務めさせていただき、常

任期は終わりますことから、これらの検討は次年度の

任委員長として色々な事業に出席させていただきま

委員長予定者である原会員にお願いしたいと思いま

した。CLP の導入で常任委員長という役割をいただき

す。力不足で大した貢献もできませんでしたが、会員

ましたが、まだその役割が明確になっていませんし、

の皆さまには寄付等快く協力していただき、本当にあ

各委員会の常任委員長の使い方も不十分だったと思

りがとうございました。今後もロータリー財団の活動

います。委員会から上がってくる事業は、常任委員長

に協力していただくようお願いいたします。

が責任者で委員長が現場監督なのではないかと思い
ます。あらゆる疑問に答え、導き、方向性を出してい
く、それが常任委員長の役割だと思います。たくさん

【例会予定】

の委員会が事業を展開してくれました。すべてにおい

7/6

てよくやっていただいたと思いますし、成功でした。

7/13 会長・副会長・幹事就任挨拶

これらの思いを反省点とし、次年度の漆島委員長に引

7/20 祝日のため休会

き継ぎしたいと思います。本当にありがとうございま

7/27 常任委員長就任挨拶・寿崎奨学生挨拶

した。
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