第１回例会記録（通算第 2651 回）
平成 27（2015）年７月６日
7/6（月）RI 第 2720 地 区 野田ガバナー公式訪問例会 in ホテル日航熊 本

斉唱 国家 君が代
1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

ロータリーソング 「奉仕の理想」

4.会長・副会長・幹事 就任挨拶

来訪者紹介

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
８/３ 暑気払い＠桜の馬場 城彩苑
８/１-６ 短期青少年交換留学生受け入れ

野田三郎ガバナー・珠実夫人
松川勝史様 （熊本第 4G ガバナー補佐）
渕田美恵子様・塚本敬子様

（夫人の会）

田川まゆみ様・堀川光江様

（

〃

）

園田美香様・鎌田智代様

（

〃

）

例会変更のお知らせ
○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため場所変更

会長報告（後藤 博君）
皆さま、こんにちは。田川年度よりバトンを受けさせて

[日

程] 7月22日（水）１8：30～

いただきました、2015-16 年度会長 後藤でございます。

[場

所] 未定

本日は野田ガバナー公式訪問例会となっております。ま

○りんどうＲＣ～昼例会へ時間変更

た、夫人の会の皆さまにもご来訪いただいております。さ

[変更前] 7月23日（木）１9：00～

らに、本日より杉光定則様が入会されました。後ほどご

[変更後] 7月23日（木）１3：00～

挨拶をお願いいたします。1 年間どうぞよろしくお願い申

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

し上げます。

[日

程] 7月29日（水）１2：30～

○平成ＲＣ～定款に基づき休会
幹事報告（吉永彰一君）

[日

程] 7月29日（水）１2：30～

1.本日、杉光定則様（㈱熊本放送）が入会されました。

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会

2.熊本 RC より「メーキャップ・卓話へのご参加のお誘い」

[日

が届いております。詳細及び申込みについては、改めて

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程時間変更

事務局よりご案内いたします。

[変更前] 7月30日（木）１9：00～

3.西天草 RC より「創立40周年記念誌」が届いておりま

[変更後] 7月26日（日）未定

す。

[場

程] 7月29日（水）１2：30～

所] 親子 D ボート大会

4.野田ガバナー月信 vol.1を各テーブルに配布しており
ます。ご一覧ください。
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

○松本嘉七君

野田さんのガバナー就任、誠におめでとうございます。

出席報告（井上雅文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６０名

４２名

73.68％

７６.３６％

出席規定適用免除者
名誉会員

Ⅹ

6名

体に気をつけて頑張ってください。
○今村浩昭君・岩野衆次君
後藤年度の始めにあたり、1年間のご活躍を祈念しス
マイルいたします。久峨副会長、吉永幹事、古財・坂

欠席記録免除者 1名

本幸両幹事のご活躍もお祈りいたします。
○高宮

０名（会員数には含まれません）

宏君・喜讀宣友君

杉光さんの入会を心より歓迎いたします。また、野田
ガバナー年度の始まりです。頑張ってください。

新入会員自己紹介 1回目（杉光定則君）

○山内昭徳君・漆島典和君・坂本研一君・古財良一君

氏名：杉光定則君

園田修司君・三角雄介君・北口

生年月日：昭和28年7月17日

野田三郎ガバナーの公式訪問を心よりお祝い申し上

勤務先：株式会社熊本放送

げます。新年度、後藤会長・久峨副会長・吉永幹事を

趣味：ドライブ・映画鑑賞

はじめ役員の皆様、心よりお祝い申し上げます。また、

推薦者：田川憲生君・野田三郎君

夫人の会の皆様のご来訪に心よりお礼申し上げます。

誠君

○今村浩昭君
委員会報告

野田ガバナーの公式訪問を歓迎しスマイルいたしま

ございません。

す。1年間のご活躍をお祈りします。
○倉崎保広君

●スマイルボックス（永井富士雄君）

私が世界で一番敬愛する後藤会長、1年間体に気をつ

○野田三郎ガバナー・珠実夫人

けられて頑張ってください。

松川勝史ガバナー補佐・堀川貴史地区幹事

○山内昭徳君・工藤青史君

お邪魔いたします。熊本南ロータリークラブの今後ま

杉光先輩の入会を心より歓迎いたします。今後ともよ

すますの発展を祈念いたします。

ろしくお願いいたします。

○野田珠実様・渕田美恵子様・塚本敬子様・堀川光江様

○永井富士雄君・馬場大介君・原

裕一君・丸山浩之君

田川まゆみ様・園田美香様・鎌田智代様（夫人の会）

藤見泰之君・北口

本日はお招きいただき、ありがとうございます。

野田ガバナーの公式訪問と、後藤年度のスタートおめ

○後藤

博君・吉永彰一君・倉崎保広君

誠君

でとうございます。スマイル委員会としても前・園田

本日は野田ガバナー、松川ガバナー補佐、堀川地区幹

委員長の後を引き継ぎ、楽しいスマイル報告ができる

事のご来訪を歓迎します。また、新入会員の杉光さん

よう頑張ります。

を歓迎します。本年度よろしくお願いします。

○杉光定則君

○田川憲生君・渕田俊郎君・野口泰則君

新入会です。よろしくお願い申し上げます。

野田ガバナー誕生！公式訪問おめでとうございます。

○園田修司君・藤見泰之君

後藤会長の出発を心より祝福します。1年間の運営よ

前・スマイル委員会より報告です。皆様のおかげで目

ろしくお願いいたします。また、杉光会員の入会を心

標額を達成することができました。ご協力、本当にあ

より歓迎いたします。浅山さんの後任ということで大

りがとうございました。

変注目されています。頑張ってください。
○濱田定勝君

ガバナーアドレス（野田三郎ガバナー）

野田ガバナー地区最初の公式訪問、心より喜んでおり
ます。これから1年間、地区発展のためご尽力される
ことと併せて、ご健康をお祈りいたします。
○寿崎

肇君

RI 第2720地区74RC 中のトップに我々熊本南 RC へ公式
訪問いただき、誠にありがとうございます。野田ガバ

＊RI テーマ

ナーには奥様ご同伴で、今後の公式訪問各 RC のご夫

・2015-16 年度 RI 会長テーマ「Be a gift to the World」

人方も大変お喜びになることでしょう。お体には十分

＝「世界へのプレゼントになろう」

お気をつけいただき、野田ガバナーの素晴らしさをご
教示ください。
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＊スローガン「ロータリー活動を通して、新たな気づき

・台湾地区との姉妹締結（RI 第 3480 地区）

を、そして自己の成長へつなげよう」

・IA 海外研修事業（RI 第 3480 地区

・各 RC 内、地区内(2,400 名)、国内(88,000 名)、海外

8 月初旬に予定）

＊私のロータリーに対する考え方

との連携(1,220,000 名)とのネットワークも含め、人

ロータリーの綱領（目的）-日本語訳-

との出会い、関わり合いを通して、新たな気づき、そ

有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを

の気づきで活動することで、自己の成長へ繋げよう～

育成し、特に次の各項目を鼓吹、育成することにある

そして「なりたい自分へ」近づこう

1.奉仕の機会として知り合いを広めること

・あなたが変われば、周りの人が変わる

2.自己の事業と専門職務の道徳的水準を高めること（要

・あなたの意識が変われば、行動が変わり、出てくる結

約）

果も変わってくる

3.個人生活、事業生活及び社会生活に、常に奉仕の理想

・より良い人生を送るためにも・・・

を適用すること

＊ガバナー方針

4.国際間の理解と親善と平和を推進すること（要約）

①ロータリーの哲学である Object of Rotary の浸透を

特に、THIRD.の部分について、

図る

the ideal of service＝奉仕の理想とし、その意味は

・Object of Rotary の解説（ロータリーの中核的価値観

一人でも多くの人からの信頼を得ることと解釈しま

＝親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ）

す

・
「ロータリーと私の人生観」の講演（Object of Rotary、

・奉仕とは、自分の周りの人との関わり合いの全てと解

奉仕の理想）

釈します

・ロータリーは奉仕の理想を志に持った人の集まりであ

・人それぞれに価値観を持っているので、多くの人が集

る（奉仕の理想の歌詞に‘奉仕の理想に集いし友よ’）

まればそこには多くの価値観があります

・会員維持、増強の対策として、IM、セミナー、ガバナ

・多くの知り合いをつくることで、自分自身の意識も高

ー公式訪問、奉仕活動等にロータリーへの入会希望者

まり、気付きも増え、自分自身の価値観も多様化して

も参加可としたい

いくことができます

②奉仕活動に参加することで、知り合いを広める機会を

・国際組織であれば尚更のことである

つくる

The application of the ideal of service in each

・クラブへの支援として、各 RC 奉仕活動への参加

Rotarian’s personal, business, and community

・クラブ内の入会歴の古い会員と新しい会員との融和を

life;

図り、ロータリアン同士の世代間の繋がり密にしよう

・この部分は、全てのロータリアンが、家庭生活、職場

・地区内ロータリアンとの多くの出会いを通して、お互

生活、社会生活において、奉仕の理想を適用すると解

いの連携を図り、新たな気づきをもとう

釈します

・各 RC の奉仕活動の実施予定日を早目に広報し、他ク

・人生は、日々の家庭生活と職場生活と社会生活の積み

ラブの奉仕活動への参加を推奨していく（プラス 1 件

重ねで成り立っています

/前年度比）

・THIRD は、前文の社是を包含して広義に解釈できます

③RI2720 地区の将来ビジョンを描く

（私はこの部分にロータリーの魅力を感じています）

・地区の歴史を振り返り、10 年先の地区の目指す姿を描

・家庭生活、職場生活、社会生活は、時代の変動や社会

く（担当委員会との協力）

ニーズの変動によって、また年数を経ることで変化し

・地区として、活動すべき奉仕活動を充填していく（R

てくるものです

財団のグローバル補助金を活用した奉仕活動、青少年

・その変化するそれぞれの生活の分野で対応していくた

交換事業等々、そのための地区体制づくりやノウハウ

め、常に自分自身が意識を高め、成長することで、自

の構築、・・・・）

分を取り巻く多くの人の中から、一人でも多くの人か

・地区内 2,400 名の会員の協力を得ていく

らの信頼を得られるように努めることが大切です

④次の世代を担う青少年奉仕活動に注力していきたい

・信頼を得ることで、自分自身の存在価値が高くなり、

・青少年に対して、ロータリーの中核的価値観（基本的

人生をより豊かなものにすることに繋がっていきま

な考え方）を基に、人生哲学や人生観のテーマで講演

す

等々を行い、世代間の繋がりをつくっていきたい

・自分自身の周りの人との関わり合い全てが奉仕活動で

・青少年奉仕活動である RA、IA、RYLA、青少年交換、米

あり、その関わり合いを広めていく事で、自分とは違

山奨学生等々の活動の充実を図る

った価値観を持っている多くの人との出会いがあり、

⑤2015-16 年度の新たな事業への取組み

その中で、自分自身が一人でも多くの人からの信頼を
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得るよう努めることが、奉仕の理想という表現に繋が

週報

っていくもの解釈できます

クラブ会報と呼ぶところもあり、クラブによって様式は

・また、人との出会いや関わり合いを広めていけばいく

異なります。前回の例会記録や、会員紹介、お知らせな

ほど、それは無限に広がっていくため、奉仕の理想と

ど身近で重要な情報が満載です。当クラブの週報作成に

いう言葉が出てくるものと考えます

は事務局の東さんに大変お世話になっております。

・つまり、自分自身の意識を高め、自分が成長していく

例会

事を通して、家庭生活、職場生活、社会生活の中で、

毎週開催される例会は、ロータリーの道場とも言われロ

自分の周りの人から、一人でも多くの信頼を得ていく

ータリーの理解には欠かせません。会長・幹事や各委員

事が奉仕の理想と解釈します

長の話には難しい用語があると思いますが、近くの先輩

＊ロータリーソング奉仕の理想の歌詞に、「奉仕の理想

会員に尋ねてみてはどうでしょうか。ロータリーの知識

に集いし友よ」とあります

が広がるだけでなく、それがきっかけで親しい先輩が一

・ロータリーは、奉仕の理想を志に持っている人の集ま

人増えることと思います。

りであるから、お互いが奉仕の機会を通して知り合う

ガバナー月信

ことで、ロータリアンそれぞれが意識を高め、新たな

ガバナーから地区内のクラブに毎月出される親書的な

気付きを受けることができます

公式文書。出席報告を含む、特に関心の高い重要事項が

・そういう組織団体がロータリーであると考えます

記載されています。当第 2720 地区も以前は全会員分配

「私のロータリーに対する考え方」は、

布していましたが、現在はホームページから入手できま

＊ロータリーとは、奉仕の理想を志に持った人の集まり

す。

です

ＴＨＥ

http://www.ri2720.org
ＲＯＴＡＲＩＡＮ・ロータリーの友

・奉仕の理想とは、家庭生活、職場生活、社会生活にお

会員は、ロータリーの機関雑誌である『THE ROTARIAN』

いて、自分を取り巻く一人でも多くの人からの信頼を

又は、RI 理事会から承認ならびに指定されている地域的

得るように努めることです

なロータリー雑誌（日本の場合は『ロータリーの友』）

・自分自身が意識を高め、多くの経験を通して成長する

を購読する義務があります。『ロータリーの友』には、

ことで、はじめて周りの人が変わり始めます

RI から指定された記事（RI 指定記事と記載）や国内の

・人間は、周りの人からの反応によって、自分自身の存

地区やクラブの活動状況を紹介した記事、会員の意見を

在価値を感じるものであります（それは、形はないか

掲載したページなどがあります。

ら自分自身が感じるものでもある）

ホームページ

・ロータリークラブには、奉仕の理想を志に持った人が

RI のホームページでは、ロータリアンに必要なさまざま

たくさんいますし、まだまだ表に出ていない人材も沢

な最新情報を紹介しています。ロータリーの徽章や財団

山おられると思います

のロゴ、創始者ポール・ハリスの顔写真もダウンロード

・ロータリー活動を通して、お互いの交流を深めましょ

できます。http://www.rotary.org ロータリージャパン

う

のホームページは

http://www.rotary.or.jp

ロータリー文庫
7/13 第2回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

地区大会の記録誌、ガバナー月信のバックナンバー、ク

ロータリー情報の入手先

ラブの記念誌、先輩ロータリアンが書いたロータリーに

入会して間もないころは、先輩がやさしく説明してくれ

ついての解説書など、日本のロータリアンに身近な資料

るロータリーの話すら、よく理解できずに戸惑うことも

が保存されていて、閲覧可能。文献のリストもホームペ

多いと思います。早くロータリーのことを知り、ロータ

ージで検索できます。http://www.rotary-bunko.gr.jp

リーに親しもうと思っても、「何を読めばいいのか、ど
こを探せばいいのか、それすらもわからない」そんな会
員の皆様に今回はロータリー情報の入手先をご紹介し
ます。
地区大会
年 1 回開催される地区大会は、地区内のクラブ活動を知
り会員と知り合う絶好の機会です。また、国際ロータリ
ー（RI）会長代理の話、シンポジウムなどでは、国内の
クラブの状況や世界のロータリーの動きを知る事がで

夫人の会の皆様、本年度もご支援よろしくお願い申し上

きます。本年度は当クラブが主幹致します。

げます！
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