第２回例会記録（通算第 2652 回）
平成 27（2015）年７月１３日
2015-16 年度 後藤会長・久峨副会長・吉永幹事、1 年間よろしくお願いいたします。

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」

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

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

来訪者紹介
村山陸奥雄様（熊本西 RC）
倉橋博正様

８/１９ ゴルフコンペ＠あつまるレーク CC

4.常任委員長 就任挨拶
5.寿崎奨学生奨学金交付式・挨拶

（熊本西 RC）

◆15-16 定例理事会報告（後藤 博君）
・姉妹クラブ特別会費について

会長報告（後藤 博君）
皆さま、こんにちは。ロータリーの年度初めは 7
月 1 日です。70 年前の 7 月 1 日、熊本大空襲があり
ました。私の母は当時 10 歳くらいで、銭塘から熊本
方面を見ると、街が夕焼けのように見えたと言って
おりました。これから先は「アメリカはいっちょん
すかん」という、うちのお客様の話です。当時 7 歳
くらい、新屋敷に住んでいたそうです。その方がお
っしゃるには、B29 から焼夷弾を落とす前に油ばまく
とですよ、焼けやすがごつ、輪を書くように。それ
から月と同じくらいの大きさに見える火玉ば落とす
とですよ。その火の玉が消えたあとに火の粉がしだ
れ花火のように飛び散って、家やたくさんの人々を
焼いていく。それが無数に落ちてくるけん逃げられ

⇒全会員 1 万円の特別会費が承認されました。
・短期青少年交換留学事業について
⇒現事業計画内容で承認されました。
・藤木正幸会員について
⇒欠席記録免除とすることが承認されました。
・田代文明様の入会について

・2016-17年度 IAC 年次大会ホストについて
⇒承認されました。
・IAC 予算の追加計上について
⇒150,000円に変更が承認されました。
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

３８名

70.37％

８２.１４％

ん。新屋敷はほとんど焼けてしまいました。死なず
に生き残っていたのが不思議なくらいだったと話し
ておられました。やはり戦争はやってはいけない行

⇒承認されました。

出席規定適用免除者

6名

欠席記録免除者 1名

為だと思います。このようなことを広く世界に訴え
ていくのもロータリーの役目ではないでしょうか。
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

名誉会員

０名（会員数には含まれません）

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

幹事報告（吉永彰一君）

前会長・幹事へ記念品の贈呈

1.本日例会終了後、2014-15年度「臨時理事会」を開催いた
します。関係各位はご参加をお願いいたします。
2.本日例会終了後、2015-16年度「定例理事会」を開催いた
します。関係各位はご参加をお願いいたします。
3.本日19：00より「第1回クラブ協議会」を開催いたします。関
係各位はご参加をお願いいたします。
4.ガバナー事務所より「2014-15年度 創造的奉仕 P 部門ア

14-15年度 田川会長・喜讀幹事、1年間お疲れさまでした！

ンケート集」が届いております。
5.熊本東 RC より「創立50周年記念誌」が届いております。

新入会員自己紹介 2回目（杉光定則君）

◆14-15 臨時理事会報告（田川憲生君）
・鈴木勝志会員の退会について
⇒6/30退会が承認されました。
例会変更のお知らせ

皆さま、こんにちは。前回の自己紹介でお話しましたが、

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

私は㈱熊本放送に勤務しております。前任の弊社 浅山

[変更前] 7月28日（火）１2：30～

弘康特別顧問に負けないよう、頑張ってまいりますので

[変更後] 7月28日（火）19：00～

よろしくお願いいたします。また、本日「熊本ルネッサ

[場

ンス県民運動10周年記念誌」を配布させていただいてお

所] 松屋

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

りますが、こちらの事務局長も3年半ほど勤めさせてい

[日

ただきました。熊本ルネッサンス県民運動本部は平成16

程] 7月29日（水）１2：30～

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

年に設立し、全国的にも有名になりました「みずあかり」

[日

程] 7月29日（水）１2：30～

や「坪井川園遊会」、「熊本城の利活部会」の3つの部会

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会

が巣立ちました。今回10周年を迎え、一区切りというこ

[日

とで、記念誌を発行、先日5月25日にここホテル日航熊

程] 7月29日（水）１2：30～

○りんどうＲＣ～親睦会のため日程場所変更

本「阿蘇」にて解散総会・感謝の集いを開催し、活動に

[変更前] 7月30日（木）１9：00～

幕を閉じました。しかし、今後もそれぞれの活動は継続

[変更後] 7月26日（日）未定

されていきます。私もまた色々な活動に携わって行く予

[場

定ですので、皆さまのご支援をよろしくお願いいたしま

所] 親子 D ボート大会

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

す。

[変更前] 8月5日（水）12：30～
[変更後] 8月5日（水）19：00～

委員会報告

[場

●親睦活動委員会（古財良一君）

所] 未定

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

［誕生祝］

［結婚祝］

程] 8月12日（水）１2：30～

倉崎保広君

7.11

木村仁治君

7.7

○西稜 RC～定款に基づき休会

吉本栄一君

7.17

古川尚徳君

7.7

[日

杉光定則君

7.17

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

星野誠之君

7.23

[変更前] 8月26日（水）１2：30～

鎌田 剛君

7.31

程] 8月17日（月）１2：30～

[変更後] 8月21日（金）未定
[場

所] 児童養護施設 天使園

［誕生祝］
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◇8/3（月）暑気払い＆新入会員歓迎会のご案内

◆地区幹事報告（堀川貴史君）

18：00～城彩苑「ぎんなん」にて開催いたします。今
回は短期青少年交換留学生・熊本 RAC・寿崎奨学生も
参加予定です。多数のご参加をお待ちしております。
◇8/19（水）後藤年度 ゴルフコンペのご案内
あつまるレーク CC にて、9：30集合

皆さん、こんにちは。先週7/6、ここ熊本南 RC を皮切

プレー費8,000円・会費2,000円

りに野田ガバナー公式訪問がスタートしました。先週

尚、協賛景品を募集いたします。ご協力のほどよろし

は熊本第4グループを訪問、私も同行しました。今週

くお願いいたします。

は大分第1グループのクラブを訪問予定です。こちら
は今村・馬場・園田地区副幹事が同行予定です。翌週

●姉妹クラブ委員会（西川尚希君）

は大分第3グループを訪問、こちらは古財・丸山地区

8/1～6の予定で、短期青少年交換留学生5名が来熊さ

副幹事及び熊本第4グループの他クラブ地区副幹事に

れます。8/1（土）17：30～ホテル日航熊本「ガーデ

同行をお願いしております。今月最後の週が熊本第6

ンバンケット」にて歓迎会、8/5（水）17：30～新茶

グループを訪問予定です。公式訪問が一段落しますと、

家にて「惜別夕食会」を開催いたします。多数のご参

今度は地区大会の準備を進めて行かなくてはなりま

加をお待ちしております。

せん。引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

●雑誌委員会（丸山浩之君）

●スマイルボックス（藤見泰之君）

今年度「ロータリーの友」を担当します、丸山です。

○村山陸奥雄様・倉橋博正様（熊本西 RC）

よろしくお願い申し上げます。今年度（2015-16）RI

2015-16年度 熊本西ロータリークラブ会長の村山陸

会長 K.R.ラビンドラン氏（スリランカ・コロンボ RC）

奥雄と幹事の倉橋博正です。新年度にあたり表敬訪問

の横顔が、縦書き P7～19にわたり家族・仕事そしてロ

させていただきました。一年間よろしくお願いいたし

ータリーへの考え方や想いが掲載されています。その

ます。

中で「私たちは多くの人々のおかげで今の自分がある。

○後藤

博君・久峨章義君・吉永彰一君・古財良一君

恩返しの唯一の方法は、誰かを助けること」と断言さ

坂本幸樹君

れています。P19ではテーマとして「世界のプレゼン

当クラブへの来訪者、熊本西 RC の村山様・倉橋様を

トになろう」を掲げ、人生の価値はどれほど得たかで

歓迎いたします。

はなく、与えたかが大切と結ばれています。次にガバ

○野口泰則君

ナーの横顔で、我が第2720地区 野田三郎ガバナーが

本日ご来訪いただきました、熊本西 RC 会長 村山様・

P38に堀川貴史地区幹事より紹介されています。堀川

幹事 倉橋様を心より歓迎いたします。お楽しみくだ

地区幹事らしい表現で、お二人の信頼関係が伝わって

さい。

来る内容です。クラブ幹事・クラブ創立50周年副実行

○杉光定則君

Ⅴ

委員長・地区幹事と、いつもコンビで活躍してこられ

今月から新入会の杉光です。今週末17日（金）が誕生

ました。次に P42、RI 理事メッセージで、杉谷 PG（玉

日です。62歳となります。今後ともよろしくお願い申

名 RC）の紹介。RI 会長メッセージへの想いを寄せて

し上げます。

おられます。次に縦書きの P22より、ロータリーアッ

○寿崎

肇君

トワークから山梨県 甲斐 RC の紹介。県下最大の「信

サンパウロ国際大会に参加してまいりました。卒寿の

玄公祭り」を前に、おもてなしの心で地区自治会や子

終わった男が無事に片道23時間のフライトを帰国で

ども会、地元青年会議所（JC）との合同清掃奉仕活動

きました。感謝を込めて、大会での同時通訳の分の報

の記事です。活動後、親睦会で懇親が深まり、共同事

告をさせていただきます。映像に見とれてメモが十分

業として今後も継続していくこととなり、また、JC 卒

でありません。こんなことを大会はやっているのか、

業後の RC へのお誘いで会員増強への道も開けたとの

分かっていただけると幸いです。

ことです。会員増強の方法の一つとしてご紹介いたし

○星野誠之君

ます。最後に P25より、本渡 RC 主催の「第6回学童軟

先日、藤見会員のところで長男の眼鏡を作ってもらい

式野球大会」の記事。青少年の夢と家族の絆を応援す

ました。とても楽しみにしていたので、メガネができ

るために毎年開催されているとのことです。ぜひご一

てとてもうれしいようです。昨日散歩の時もよく見え

読ください。

るようになったので、何度も立ち止まってなかなか前
に進みませんでした。ありがとうございました。
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○永井富士雄君

くお願い申し上げます。私が熊本南 RC に入会して今

地域の発展と、海洋振興を図ることを目的に「海フェ

年で22年になろうとしております。その頃より副会長

スタくまもと」が、7月18日（土）から8月2日（日）

はこのクラブの場合、そのほとんどがクラブ会長経験

までの16日間熊本港をメイン会場に開催されます。8

者でありました。他クラブとこのことも明確に違いが

月1日（土）は午後4時よりマグロの解体と即売会を実

あると思っております。以前、先達の会員の方よりそ

施しますのでぜひご来場ください。

の点を伺うと、熊本南 RC は単なる会長の補佐役では
なく、お目付け役でもあるということを聞き及んだこ

●会長就任挨拶（後藤

博君）

とがあります。つまり、後藤会長が万が一、違う方向

2015-16年度 第58代会長を拝
命いたしました後藤

へ走ろうとする場合はそれを制止することも役目の

博です。

一つと思い、この1年間役を全うできればと思ってお

ロータリー歴は10月で18年にな

ります。

ります。職業分類は洋服仕立業
です。近年当クラブは若いメンバーが増え若返ってい

●幹事就任挨拶（吉永彰一君）

ます。私が入会した頃は平均年齢67～8歳くらいだっ

今年度、幹事を仰せつかりま

たでしょうか。当時は大変厳しいクラブで、なかなか

した、入会歴9年、職業分類、電

入れないと言われていた記憶がございます。若返ると

気通信設備工事の吉永と申しま

いうことは大変良いことでありますし、歴史と伝統あ

す。私自身、若手若手と思って

る当クラブが活性化することに重要な役割となりま

おりましたが意外に長い在籍の方だな？と感じてお

すが、諸先輩方から引き継いだこと、言われたことを

ります。ロータリーに関しての知識はありませんし、

皆さんにもお伝えすることも大変重要です。そこで本

今ひとつ何をやっていいかわからないので皆さんに

年度は内部充実・会員の増強を主なテーマに1年間取

ご迷惑かけると思いますが、今年一年、後藤会長の女

り組んで行きたいと思います。野田年度に導入しまし

房役として一生懸命頑張りますのでご指導、ご鞭撻、

た CLP を基本に、委員会やクラブの組織を構成してお

ご理解よろしくお願いします。

りますが、まだその役割がしっかりしたものにはなっ
ていません。そこで、今年度でその役割を明確なもの

◆7/27 第3回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

にしていくため、常任委員長と委員長の役割の違い・

ロータリーを一口で言うなら

年間事業計画の立て方・実行・報告・引き継ぎまで、

「ロータリーとは？」と聞かれたとき、あなたはどう

各委員会がスムースに動けるように取り組んで行き

答えますか。ある人は「ロータリーの目的」を言うで

たいと思います。また、会員増強につきまして、これ

しょうし、ある人は「決議 23－34」を言うかもしれま

はロータリークラブの唯一の「営業」です。現状は1

せん。でも、どれも文章が長く、よって説明も長くな

名増えると1名減るという、なかなか増員が定着して

ります。一口で言うなら。ロータリーの先人たちはこ

いませんが、今年度は70名に増やしたいと思います。

のように言っています。米山梅吉氏いわく「ロータリ

やはり数は力です。田川年度より引き継ぎ、漆島年度

ーの例会は人生の道場」、
「ロータリーは見えないとこ

に引き継ぎをしなければいけませんので、今の力は維

ろに仕事があり、目立たないところに妙味がある」、

持したまま、数を増やす努力をしなければならないと

村田省蔵氏（1933－35・第 2670 地区ガバナー）
「ロー

考えます。これは委員会だけの問題ではありません。

タリーは銭湯のごとし、着物を脱いで裸になれば身分

全会員のご協力をお願いいたします。さらに、今年度

はない。浴槽に一緒に浸かって本音で語り合う」、野

は当クラブより野田ガバナーを輩出いたしました。地

田三郎氏（2015－16

区大会をはじめ、多くの地区事業のサポートが必要で

リーは、奉仕の理想を志に持った人の集まりである」

す。野田ガバナーがスムースな地区運営をできるよう、

いろいろな考えがあるのがロータリーで、100 年を超

クラブ全体の応援体制を整えていかなければなりま

える歴史の中で多くの先人たちがさまざまなロータ

せん。会員の皆さまには色々お願いすることもあるか

リーを唱え、ロータリーもそれを受け入れ、変化しな

と思います。1年間どうぞよろしくお願いいたします。

がら現在のロータリーに至っているので、一言でいう

第 2720 地区ガバナー）
「ロータ

こと自体無理なのかもしれません。さて、あなたがロ
●副会長就任挨拶（久峨章義君）

ータリーを一言でいうなら？

皆さま、これから1年間 後藤

※「決議 23－34」については以降のロータリー情報に

年度の副会長を務めさせていた

て掲載する予定です。

だくことになりました。よろし
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