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2014-15 年度 田川憲生会長・喜讀宣友幹事、1 年間お疲れさまでした！  

 

を歌う時、「仲間がいるということはいいことだなあ」

と、つくづく思うようになりました。特に熊本南ロー

タリークラブは会員が若くて、元気がよく、ユニーク

な人がいっぱいおられるのが他のクラブにない良いと

ころだと思います。この良さを十分発揮して、他のロ

ータリークラブにはない伝統を築いていければと考え

ています。ご協力、本当にありがとうございました。 

 
幹事報告（喜讀宣友君） 

1.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各位

はご出席をお願いいたします。 

2.宇城 RC より「創立10周年記念誌」が届いております。  

 

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 ４０名 70.18％   ８０.３５％ 

出席規定適用免除者 6名 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） 

 

会長報告（田川憲生君） 

皆さん、こんにちは。2014-2015 年度、最後の会長報

告となります。１年間、大変お世話になり誠にありが

とうございました。私はロータリー歴わずか 3 年でい

きなり会長となりましたので、ロータリーについては

素人同然で、皆様方に大変ご迷惑をおかけしたのでは

ないかと思います。しかも熊本商工会議所会頭をして

いますので、ロータリークラブの大事な会合や研修会

にも欠席することが多々あり、本当に申し訳ありませ

んでした。なかでも、この会長報告はかなりのプレッ

シャーになりました。毎週日曜日の夕方くらいから、

何をお話ししようかと思いめぐらせました。ロータリ

ークラブの事については、ほとんどテーマにはせず、

もっぱら、時事問題や熊本の課題や動きについてお話

ししてきました。それは私の特徴を生かした方がいい

のではないかとの思いからでした。政治記者としての

経験、会頭として知りえた情報や背景についてお話し

した方が会員の皆さんにもいいのではと思ったから

でした。ロータリークラブに入って良かったと思うよ

うになったのは、この半年前くらいからです。1 週間

に 1 回皆さんと顔を合わせ、一緒にロータリーソング 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.ガバナーアドレス  

 （第 2720 地区 野田三郎ガバナー） 

               

     

 

  

                              

         

        

 

              

  

        

  
 

７/１１ 広報（IT）研修会＠グランメッセ熊本 

７/１６ 会長・幹事会＠熊本ニュースカイ 

７/２５ 管理運営・職業奉仕セミナー 

     ＠熊本保健科学大学 

８/１-２ IAC 年次大会＠芦北 

８/１-６ 短期青少年交換留学生受け入れ 

 

第４１回例会記録（通算第 2650 回）  

平成 27（2015）年６月２９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 

村上史剛様（熊本高校 水球部監督） 
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◆臨時理事会報告（田川憲生君） 

・稲留 穂会員の退会について ⇒承認されました。 

・寿崎奨学会について ⇒事務代行手当（業務委託料よ

り支出）を事務局員へ支給することが承認されました。 

・14-15年度出席表彰について  

⇒ホーム100％ 該当者なし 

⇒メーキャップ100％ 該当者を表彰することが承認さ

れました。 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園ＲＣ～夜例会に変更 

[変更前] 7月8日（水）１2：30～ 

[変更後] 7月8日（水）１8：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] 7月22日（水）１8：30～ 

[場  所] 未定 

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 7月29日（水）１2：30～ 

○平成ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 7月29日（水）１2：30～ 

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 7月29日（水）１2：30～ 

 

次年度青少年奉仕委員会報告（倉崎保広君） 

 

 

 

 

 

熊本南 RC 杯「第 3 回熊本県水球競技大会」の日程が、

11/3（祝）に決定しました。会員の皆さまには後日改め

てご案内いたしますので、ご支援・ご協力のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

次年度 S.A.A 委員会報告（坂本幸樹君） 

7/6（月）2015-16 年度 第 1 回目の例会は「野田ガバナ

ー公式訪問例会」となります。クールビズ期間中ではあ

りますが、ネクタイ着用にてご参加いただきますようお

願いいたします。また、例会終了後、写真撮影を予定し

ております。 

 

●スマイルボックス（園田修司君） 

 

 

 

 

 

 

○田川憲生君・喜讀宣友君・藤見泰之君・西川尚希君 

 Ⅻ 

 1年間皆さまのご協力で田川年度を終了することがで

きました。熊本南 RC は素晴らしいクラブです。益々

素晴らしいクラブとなりますよう、これからも皆さん

と一緒に頑張ります。後藤会長のご活躍をお祈り申し

上げます！ 

○後藤 博君・吉永彰一君・倉崎保広君 

 本日のご来訪者、熊本高校 村上先生を歓迎します。

11/3水球大会、ご支援・ご協力をよろしくお願いいた

します。また、田川会長、喜讀幹事はじめ執行部の皆

さん、お疲れさまでした。 

○山本博史君  Ⅱ 

 熊本高校 水球部 村上先生のご来訪を歓迎いたしま

す。私も水球部の卒業6期生です。なかなか練習や試

合に応援に行けませんが、今年も試合等頑張ってくだ

さい。心より応援しています。 

○野田三郎君・堀川貴史君    

 今年度の田川会長・喜讀幹事他、執行部の皆さま、お

疲れさまでした。大役をお勤めいただき、ありがとう

ございました。 

○野口泰則君   

 田川会長、1年間ご苦労さまでした。ホッとして笑い

がこぼれる心境分かります。喜讀幹事、藤見・西川副

幹事、渕田副会長、そして執行部の皆さまも大変ご苦

労さまでした。本当に素晴らしい1年間でした。 

○漆島典和君・玉田光識君 

 今年度例会、本日で最後ですが、メーキャップを含め

100％出席することができました。ありがとうござい

ます。田川会長はじめ役員の皆さま、大変お疲れさま

でした。 

○山内昭徳君・川越 武君・齊藤直信君・永井富士雄君 

 坂本研一君・古財良一君・園田修司君・星野誠之君 

 馬場大介君・坂本幸樹君 

 田川会長はじめ各役員の皆さま、1年間大変ご苦労さ

までした。感謝しスマイルいたします。 

○井上雅文君 

 6/24新入会員歓迎会には多数の皆さまにご参加いた

だきました。たくさんの皆さまに会を盛り上げていた

だき、ありがとうございました。 

○阪田英治君・田中裕司君・向臺行雄君 

 先日24日、新入会員歓迎会をしていただき、大変あり

がとうございました。大変楽しい会になり、お酒が進

みすぎました。新入会員一同、また皆さまと飲みに行

けることを楽しみにしておりますので、いつでもお誘

いくださいますよう、お願いいたします。 
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○園田修司君  ★リレースマイル★ 

 今年度最後のリレースマイルを私が受けさせていた

だきます。自分は人前が苦手でしたので、この委員長

を受けた時はあまり気乗りしませんでした。ただ大好

きなスマイルの時間を盛り上げるために頑張ってま

いりました。次年度委員長の永井会員には楽しく、皆

さまのたくさんのスマイルが集まるよう、応援してい

ます。 

本年度スマイル累計 ¥1,700,200 

 園田委員長、1年間お疲れさまでした！ 

 

 

●退任挨拶 

○会長（田川憲生君） 

  

 

 

 

 

 会長退任挨拶をさせていただきます。1 年間良い経験

ができ、皆さんと親しくなれたことは私にとって、と

ても貴重な経験で、感謝の気持ちで一杯です。私は会

員にとって、「ためになるロータリークラブ」を目指

してきました。そのためには「楽しい例会にする」「卓

話や会長報告を魅力的なものにする」「ベテランと若

い会員との交流を活発化させる」などを会長になった

時に会長方針として、お話ししました。どこまで出来

たかは自信がありませんが、皆様にご協力をいただき、

何とか 1 年間、会長職を全うできたと思います。新し

い取り組みも行いました。その 1 つがクラブ協議会の

在り方を変えたことです。当面する課題、共通する課

題を会員で協議する場にし、皆さんの意見を大いに出

していただくことにしました。2 つ目は、課題を抱え

る委員会はそれを発表し、全員の意見を聞く取り組み

も行いました。また、ためになるロータリークラブと

して、月に 1 回、ビジネス例会を設けたことでした。

お互い、会員でありながら、どんな仕事をされている

のかよく知らないという意見が多かったからでした。

そして、会員同士のビジネスに発展すれば、「ために

なるロータリークラブ」になると思ったからでした。

3 つ目は会員増強で、女性会員を正式にテーマとして

テーブルに乗せたことです。RI も女性会員の増強に力

を入れるようにと指導しています。クラブ協議会で取

り上げましたが、反対の意見はほとんどなく、継続審

議とすることで一致しました。ぜひ、後藤年度でも検

討を進めていただきたいと思います。最後になりまし

たが、渕田副会長、喜讀幹事、理事、役員の皆様、そ

して全会員の皆様、また、お力添えいただいた夫人の

会の皆様方、事務局の東さんへ心から御礼申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

○副会長（渕田俊郎君） 

 今年1年間、大変ありがとうございました。1年前、栄

えある田川会長年度に副会長を仰せつかり、晃栄でご

ざいました。田川会長は、たくさんの要職を携えての

会長で、大変ご苦労されたことと拝察いたします。そ

のような会長をしっかりとお支えしようと心掛けま

したが、何かと不行き届きばかりで、大変申し訳なく

思っております。また、本日は今期最後の締めくくり

の日に、私の日頃の不養生のため出席が叶いませず、

お詫び申し上げます。会員の皆様には、ご支援ご協力

いただき、誠にありがとうございました。 

 

○幹事（喜讀宣友君） 

  

 

 

 

 

皆さんこんにちは。田川会長の下、一年間幹事を務め

させて頂きました喜讀です。今この場に立つとちょう

ど一年前の最終例会で満面の笑顔で話をされた今村

前幹事を思い出しますが、私はどのように映っている

でしょうか。時系列で振り返ってみると、まずウォー

ミングアップ期間の昨年 4月 6日、井上会員の運転で、

田川会長、玉田会員と私で行った大分の地区研修・協

議会。行帰りの車中での会話の中で玉田会員の言った

「ロータリー内でビジネスを」という言葉が田川年度

の一つの柱『ビジネス卓話』につながったことは間違

いないと思います。その後、本年度理事役員を集めて

のクラブの方向性の検討会、クラブ協議会での本年度

のやり方の検討を経ていよいよ本番へと進んでいき

ます。7月になりいよいよスタートを切るわけですが、

ここでロータリーの怖さを思い知らされます。毎年出

される熊本市域ロータリークラブの会員名簿。昨年ま

では何も考えずただ受け取っていましたが、これは市

域の 17 のクラブの持ち回りでの発刊です。昨年度の

担当が熊本 RC。ということは、本年度は当クラブ。

熊本 RC の事務局員さんから「会員名簿の件はおわか

りでしょうから、各クラブへの取り纏めの案内を早く

下さい。」との旨。今村前幹事に問い合わせるも何も

聞いてないとのこと。配布時期から逆算していくと昨

年担当した業者にお願いせざるを得ないという結論

に達しました。この反省から、第 1 回目の市域会長・

幹事会では次期担当クラブの熊本東 RC に早々に申し

送りをしました。8 月に入り、やな場での暑気払い。
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マグカップと併せ新たな試みで賛否両論ありながら

も井上委員長が一番輝いた頃。終盤は無難な線を選ん

でいたような気もしますが。8 月 6 日から 11 日まで

は青少年短期交換留学生事業で台北に足を運びまし

た。今回は娘と姪も参加させて頂き本当に良い経験を

させて頂きました。9 月は第 4 グループ合同のガバナ

ー公式訪問例会。年度当初より他の 5 クラブからは

「南さんじゃないと・・・」「どうぞ、どうぞ。」と

なかば強引に仕切りを任されましたが、皆さんのご協

力のおかげで、何とか無事に終えることができたと思

います。何かというと矢面に立たされる、これも歴史

と伝統の重みだと感じました。10 月。会長とマージ

ャンをした後から会長が肺炎で長く療養され本当に

申し訳なく思っております。会長不在の観月会はちょ

っぴり寂しい気がしました。11 月。第 2 回目の市域

会長・幹事会。当クラブの仕切りということで共通の

悩みとなっている会員の維持増強について意見の交

換をしました。男性会員だけのクラブはどこが最初に

女性会員を入れるか興味津々のようでした。当クラブ

でもクラブ協議会でそのことについて諮りしっかり

と次年度の後藤年度に引き継げたことは良かったと

思います。更に歩を進めて頂ければと思っております。

11 月 15 日熊本南 RC 杯第 2 回熊本県水球競技大会で

は、高校生から若いパワーを頂きました。12 月。年

次総会では無事後藤会長年度の理事・役員が選出され

たあとは大変にぎやかな年忘れ家族会が開催されま

した。7 日、家族清掃。8 日、久峨会員を講師に招い

ての「本音で語り合う企業経営の勉強会」等を経て

2014 年は暮れていきました。1 月 6 日の熊本市域新春

合同例会を皮切りに 2015 年はスタートしました。1

月のビジネス卓話で記憶に残っているのが古財会員

の映像中のドローンです。後日ニュースに出た時は、

あれだ、と思いました。2 月 6 日～11 日。タイ・プロ

ジェクトに初めて参加してきました。とにかく見るこ

と、知る事、感じること。そしてそれをいかに多くの

人に分かり易く伝えるか。良い経験でした。15 日、

熊本城マラソンのボランティア。16 日、濱田醤油様

への職場訪問。おいしいものをたくさんご馳走様でし

た。3 月 21 日～22 日。大分での地区大会。夜は大盛

り上がりで懇親が深まり、2 日目のキャラバンでは壇

上で「熊本だよ！全員集合」コールをさせて頂きまし

た。後から何人かの方から、笑いながら「元気があっ

て良かったよ。」と言われ少し気が楽になりました。

この時の会場移動で、会長と何の疑いもなく堀川会員

について行きましたが実は反対方向で、堀川伝説もみ

ごとに崩れさりました。4 月 11 日には初めてうまか

なよかなスタジアムでのロアッソ熊本観戦も果たし、

12 日は RAC メンバーとともに江津湖の清掃も行いま

した。5 月 10 日。野田ガバナーの最初の事業となる

地区研修・協議会。堀川地区幹事の仕切の下、大成功。

堀川伝説復活。18 日キューネット様への職場訪問。

この度浅山会員が退会され寂しくなりますが、北口会

員に任せられ、それに応えるように事業を成し遂げら

れる姿には人材育成の範を見る思いがします。6 月 1

日、年の祝い。卒寿の寿崎会員、米寿の杉田会員、還

暦の山本博史会員。皆様、本当にパワフルです。駆け

足で 1 年間を振り返りましたが、田川会長年度の幹事

で本当に良かったと思います。ぜんぜん偉ぶらず、事

前の予備知識がなくても瞬時に最善の着地点を見つ

け出す才能と組織の運営能力には感服しております。

本日お休みではありますが、渕田副会長にも感謝して

おります。会長不在時の挨拶以外にも笑顔と駄洒落で

癒されました。藤見副幹事。きめ細やかな事前の準備

と、西川副幹事の指導お疲れ様でした。西川副幹事。

呑み込みの速さと、何事にも動じない精神力。終盤は

私よりも先に食事をとっていて流石だと思いました。

本当は 1人 1人のメンバーに感謝の言葉を伝えたいと

ころですが、時間が足りません。本年度は幹事という

役を頂き、できる限りすべての事業に参加、参画しよ

うと努めてきたつもりです。至らない点多々あったと

思いますが、一年間ご協力ありがとうございました。 

 

 

7/6 第1回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

本年度ロータリー情報委員長を拝命した喜讀です。ロ

ータリー歴は今年 10 年を迎えますが、私の中でロー

タリー情報といえば故鑪 泉会員が思い出されます。

私が入会する 1 年以上前から 3 年 9 か月、回数にして

157 回に渡り報告を続けられました。当時は分からな

かったことが現在はなるほどと思えるようになりつ

つあります。まだまだ勉強不足ですが、故鑪会員を偲

び同様のスタイルで 1 年間報告していきたいと思い

ます。時代や言葉は変わってもそこに息づくロータリ

ーの精神やロータリアンとしての心構えは変わらな

いものと思います。記念すべき第１回目は故鑪会員が

平成 16年 7月 12日第 1回目にされた報告を掲載させ

て頂きます。ラタクル元 RI 会長は「ロータリーはこ

んなに素晴らしい仕事をした。世界最高の慈善団体だ

などと、独りよがりの自画自賛をしている時ではない。

例え 100 回以上ポール・ハリスフェローになろうと、

ロータリー財団に高額の寄付をしようと、それでロー

タリアンと言える訳ではない」と言っています。100

周年はただ昔を回想するためにあるのではありませ

ん。現在を見直す時であり、本当に正しい方向に向か

っているかを自分自身の内部に問いかけてみるべき

であります。真剣にロータリーの明日を考えましょう。 


