第３回例会記録（通算第 2653 回）
平成 27（2015）年７月２７日
2015-16 年 度

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」

寿 崎 奨 学 生 の皆 さん、1 年 間 頑 張 ってください！

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
劉 強君 ・趙 威君

（寿崎奨学生）

馬 少杰君・彭

冬冬君（寿崎奨学生）

黄 讌涵君・蘇

琳君

盧 一卉君

4.姉妹クラブ委員会報告
（短期青少年交換留学生紹介）

８/１-６ 短期青少年交換留学生受け入れ
８/３
暑気払い＆新入会員歓迎会
＠桜の馬場 城彩苑
８/１９ ゴルフコンペ＠あつまるレーク CC

（寿崎奨学生）
（寿崎奨学生）

例会変更のお知らせ
○西ＲＣ～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 8月5日（水）12：30～
[変更後] 8月5日（水）18：30～

会長報告（後藤 博君）
皆さま、こんにちは。7/13（月）今年度 第 1 回目

[場

所] ロシア料理 ボルガ

の定例理事会を開催いたしました。週報にも掲載さ

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

れておりますが、改めて決定内容をご報告いたしま

[変更前] 8月5日（水）12：30～

す。

[変更後] 8月5日（水）19：00～

1.姉妹クラブ特別会費について

[場

⇒全会員 1 万円の特別会費が承認されました。

○城東 RC～定款に基づき休会

2.短期青少年交換留学事業について

[日

⇒現事業計画内容で承認されました。

○グリーン RC～定款に基づき休会

3.藤木正幸会員について

[日

⇒欠席記録免除（特別名誉会員）とすることが承認

○東 RC～定款に基づき休会

されました。

[日

4.田代文明様の入会について

○東 RC～定款に基づき休会

⇒承認されました。

[日

5.2016-17年度 IAC 年次大会ホストについて

○東南 RC～定款に基づき休会

⇒承認されました。尚、こちらは8/1～2に芦北で開

[日

催されます、IAC 年次大会にて報告される予定となっ

○江南 RC～定款に基づき休会

ております。

[日

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

所] 未定
程] 8月10日（月）１2：30～
程] 8月10日（月）１8：30～
程] 8月11日（火）１2：30～
程] 8月11日（火）１2：30～
程] 8月12日（水）１2：30～
程] 8月12日（水）１8：30～

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

○水前寺公園 RC～夜例会に変更

幹事報告（吉永彰一君）

[変更前] 8月12日（水）１2：30～

1.ガバナー事務所より「2015-16年度 RYLA セミナー受講者

[変更後] 8月12日（水）１8：30～

募集について」が届いております。参加希望の場合は事

○北 RC～定款に基づき休会

務局までお知らせください。

[日

程] 8月13日（木）１2：30～

2.公益法人熊本県ロータリー奨学会より、14-15寄付明細が

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

届いております。

程] 8月13日（木）１2：30～

3.ガバナー事務所より「2016-17年度 RI 第2720地区 熊本

○りんどう RC～定款に基づき休会

第4G ガバナー補佐」委嘱状が届いております。（塚本 侃

[日

会員）

程] 8月13日（木）１3：00～

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

4.藤木正幸会員より、御船町恐竜博物館「羽毛恐竜の世界

程] 8月14日（金）１8：30～

展」招待券をいただきました。受付にて配布しております。

○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月17日（月）１8：30～

新入会員自己紹介 3回目（杉光定則君）

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月18日（火）１2：30～

○水前寺公園 RC～05福祉 RC 創立10周年記念式典に振替
[変更前] 8月19日（水）１8：30～
[変更後] 8月22日（土）１3：00～
[場

所] ホテルキャッスル

皆さま、こんにちは。自己紹介3回目は家族についてお

○りんどう RC～05福祉 RC 創立10周年記念式典に振替

話したいと思います。私は昭和28年7月17日に生まれま

[変更前] 8月20日（水）１3：00～

したが、当初出産予定日は6月26日でした。昭和28年6月

[変更後] 8月22日（土）１3：00～

26日といいますと、熊本は大水害の日で、当時両親が住

[場

んでいたところも完全に浸かり、母親も泥水に浸かった

所] ホテルキャッスル

○05福祉 RC～創立10周年記念式典に振替

影響で腹膜炎を起こし、熊大病院へ緊急搬送され、大変

[変更前] 8月25日（火）１2：30～

な状態の中で私が生まれました。父は他界して10年近く

[変更後] 8月22日（土）１3：00～

なりますが、母親は現在老人ホームで暮らしております。

[場

私は一人っ子ですので、自分の子どもは最低3人欲しい

所] ホテルキャッスル

○水前寺公園 RC～ガバナー公式訪問例会に変更

と思っていました。実際に長女、次女、長男と3人おり

[日

まして、長女の方にはすでに孫が2人おります。3人とも

程] 8月26日（水）１8：30～

○平成 RC～ガバナー公式訪問例会のため場所変更

東京在住ですので、現在は妻と2人で熊本に住んでいる

[日

程] 8月26日（水）１8：30～

状況です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

[場

所] メルパルク

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

委員会報告

[変更前] 8月26日（水）１2：30～

●姉妹クラブ委員会（西川尚希君）

[変更後] 8月21日（金）未定

8月1日より短期青少年交換留学生が来熊されます。皆

[場

さまにはすでにご案内しておりますが、お出迎え＆昼

所] 児童養護施設 天使園

食会を開催いたしますので改めてご案内申し上げま
す。

出席報告（井上雅文君）
会員数
５９名

出席数
３８名

出席率
70.37％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

8/1（土）お出迎え

前々回
修正出席率

ホテル日航熊本 1F 玄関ロビー
昼食会

８２.４５％

塚本

お出迎え終了後～15：00

ホテル日航熊本 2F「アソシェッド」

欠席記録免除者 2名

また、本日例会終了後、姉妹クラブ委員会 IM を開催
します。関係各位はご参加をお願いいたします。

０名（会員数には含まれません）

2016-2017年度 RI 第2720地区 熊本第4G ガバナー補佐
（塚本

13：00～

侃君）伝達式

侃会員、よろしくお願いいたします。
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●親睦活動委員会（古財良一君）

○後藤

博君・吉永彰一君・坂本研一君・古財良一君

8/3（月）暑気払い＆新入会員歓迎会の再度ご案内。

三角雄介君・北口

18：00～城彩苑「ぎんなん」にて開催いたします。来

熊本県代表として、九州学院高校が県大会優勝、甲子

熊中の短期青少年交換留学生・熊本 RAC・寿崎奨学生

園出場が決まりました。選手たちの活躍に期待します。

も参加予定です。多数のご参加をお待ちしております。

誠君

○永井富士雄君
先週土曜日、クラブ管理運営セミナーに出席させてい

◆15-16年度 寿崎奨学生紹介と奨学金交付

ただきました。ディスカッションではスマイルグルー

4～7月分の奨学金が交付されました。

プに参加し、各クラブの取り組み状況や課題などが把

（自己紹介は別紙掲載）

握でき、非常に参考になりました。
○木村仁治君
今日は久しぶりの出席にも関わらず途中退席させて
いただきます。プログラム委員長としての職責を全う
してまいりますので、ご協力の方よろしくお願いいた
します。
○杉光定則君
先週末7/24（金）から26日（月）まで、東京から3家
族が熊本・福岡にお見えになられ、観光ガイドを兼ね
台風12号の影響もなく無事に終えることができまし

◆第2720地区幹事報告（堀川貴史君）

た。感謝です。

ガバナー公式訪問のご報告です。7月よりスタートし、
現在74RC のうち18RC が終了しました。今週は熊本第6

●常任委員長就任挨拶

グループを訪問予定です。また、7月はセミナー等が

○会員維持増強委員会（高宮

宏君）

集中してしまい、皆さま方にもご迷惑をお掛けしたか
と思います。今後は少し余裕のあるスケジュールにな
ると思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。
●スマイルボックス（永井富士雄君）

本日皆さまに会員の職業分類一覧を配布しておりま

○渕田俊郎君・漆島典和君・坂本研一君・古財良一君

す。職業分類の補充は重要事項ですが、特に医術部

星野誠之君・西川尚希君

門・教育部門・金融部門が少ないようです。お知り合

寿崎奨学生の皆さまのご来訪を歓迎します。1年間、

い等、良い方がいらっしゃれば是非ご推薦いただけれ

奨学生ライフを楽しみ、母国のため、日本のため役立

ばと思います。今年度の会員維持増強の目標は会員72

つ大人になられること、心より祈念いたします。

名です。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

○寿崎 肇君
寿崎奨学生の皆さんようこそ。お元気で日本を学んで

○クラブ管理運営委員会（坂本研一君）

ください。熊本を愛してください。7月25日の職業奉
仕セミナー報告は次回させていただきます。
○喜讀宣友君
旧産業文化会館解体工事で、平成26年度の熊本市優良
工事表彰を受けましたので感謝のスマイルです。
○吉行邦夫君

今年度、クラブ管理運営委員長を仰せつかりました、

先日次男（卓話で水泳の DVD を見ていただいた）から

坂本です。クラブ管理運営委員会は出席・プログラ

連絡がありました。次男は今年4月から社会人で、先

ム・スマイル・親睦活動・会計・SAA を総括した委員

月異動の発表があり、なんと配属先が熊本になったと

会です。今年はガバナー輩出年度でもあり、地区関係

いう連絡でした。今日から熊本で働いています。不思

の役員・委員をされている会員か多数いらっしゃいま

議な巡り合わせ、神様の思し召しに感謝です。

すので、当クラブの例会が滞りなく行えるよう、責務
を全うしたいと考えております。また、各委員会のア
イディアや活動に関しましては、基本的に賛成・バッ
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クアップしていきたいと思っております。1年間どう

助金を利用するための継続的な検討体制の構築、③他

ぞよろしくお願い申し上げます。

クラブとの協力も視野に入れた事業化に対する継続
的検討体制の構築です。本年度事業計画及び予定実施

○奉仕プロジェクト委員会（漆島典和君）

時期として、平成 27 年 12 月ロータリー財団月間とし
て卓話を実施予定です。また、平成 28 年 1 月ロータ
リー財団地区研修会への参加、2 月ロータリー財団へ
の確認書の提出、次年度への補助金利用に対する IM
開催、3 月ロータリー財団への補助金申請書提出（こ
れは、各奉仕委員会からの申請のある場合とします。）

皆さん、こんにちは。奉仕プロジェクト委員長を仰せ

を予定しております。これから適宜、会議を進めなが

つかりました漆島でございます。奉仕プロジェクト委

ら活動して参ります。今年 1 年よろしくお願いしま

員会は職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・国際奉仕・

す！

R 寿崎奨学会・米山奨学会部門の10委員会を総括して
おりますが、基本的にはこれら部門を全面的に支援し

◆8/3 第4回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

てまいります。1年間楽しく、また勉強もしながら運

決議 23-34 とは

営していければと思っておりますので、ご協力のほど

「社会奉仕に関する 1923 年の声明」として『手続要

よろしくお願いいたします。

覧』に掲載されています。1923 年のセントルイス国際
大会に提出された第 34 号議案です。原文は「目的に

○クラブ広報委員会（園田修司君）

基づく諸活動に関するロータリーの方針を再確認し、
国際ロータリーとロータリークラブにおける今後の
手引きとなる原則を定める件」となっています。これ
は目的に基づくすべての実践活動に対する指針であ
るとともに、ロータリーの二つの奉仕理念をロータリ
ー哲学として確定したドキュメントです。第 1 条は、

本年度、クラブ広報委員長を仰せつかりました園田で

『ロータリーは、根本的には、一つの人生哲学であり、

す。クラブ広報委員会は雑誌委員会とともに1年間活

それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人の

動していく予定です。今年度クラブ広報委員会では、

為に奉仕したいという感情の間に常に存在する矛盾

まず「ロータリーの友」への寄稿を第一の目標に考え

を和らげようとするものである。この哲学は奉仕―

ております。今年度、高宮

宏会員がロータリーの友

「超我の奉仕」の哲学であり、これは「最もよく奉仕

地区代表委員をされております。当クラブとしても是

する者、最も多く報いられる」という実践的な倫理原

非協力したいと考えます。各委員会の方で色々なイベ

則に基づくものである。』と、
『ロータリーの奉仕理念』

ントを開催されると思いますが、その際には私の方か

が説かれています。第 2 条は、クラブの役割について、

らも改めてお話させていただきますので、よろしくお

①奉仕の理論を団体で学ぶこと②奉仕の実践例を団

願いいたします。また、IT 化に伴い、「ガバナー月信」

体で示すこと③奉仕活動の実践を個人で行うこと④

「ロータリーの友」もインターネットで閲覧可能とな

ロータリーの奉仕理念と実践を一般の人に受け入れ

っております。こちらも是非ご活用ください。1年間

てもらうこと。第 3 条は、国際ロータリーの役割につ

頑張ってまいります。どうぞよろしくお願い申し上げ

いて、奉仕理念の育成と普及、クラブの拡大、援助、

ます。

管理と情報伝達およびクラブ運営と社会奉仕活動の
標準化。第 4 条は、ロータリー運動は単なる理念の提

○ロータリー財団委員会（原

裕一君）

唱ではなく、実践哲学。第 5 条は、クラブの自治権、

ロータリー財団委員会です。委員長 原裕一、副委員

クラブが地域社会に適した奉仕活動を選ぶ権限を持

長 今村浩昭、委員 久峨章義、松本嘉七、寿崎

っています。但し、目的に反したり存続を危うくする

肇、

玉田光識です。委員の素晴らしい先輩にご指導いただ

ような活動を禁止しています。第 6 条は、社会奉仕実

きながら、本年度重点目標及び活動方針を計画しまし

践の指針として、他と重複する奉仕活動の禁止、大規

た。内容は、昨年に引き続き、補助金ルールの確認及

模活動の制約、宣伝目的の禁止、原則は個人奉仕であ

び申請の方法、事業の組立方について検討して参りま

り、クラブが行う活動はサンプルに過ぎないと記載さ

す。具体的には、①会員に対する地区補助金、グロー

れているようです。

バル補助金等制度の理解促進、②クラブとして地区補
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