第４回例会記録（通算第 2654 回）
平成 27（2015）年８月３日
台北大同扶輪社 短期青少年交換留学生の皆様、ようこそいらっしゃいました！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」
来訪者紹介

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

８/１９ ゴルフコンペ＠あつまるレーク CC
８/１９ 熊本第 4G 第 2 回会長・幹事会
＠ホテルニューオータニ

4.会員卓話 濱田定勝君

９/６

米山奨学セミナー＠熊本市男女共
同参画センターはあもにい

（短期青少年交換留学生）
Queenie Hsiao 様・Niketa Kou 様・Charly,Liu 様
Yi-Chia, Tseng 様・Chen-Dian, Chuang 様
会長報告（後藤 博君）

（台北大同扶輪社）

皆さま、こんにちは。本日は短期青少年交換事業で来熊中

Logan 様・PP K.C.様・PP Chemical 様

の留学生 5 名と、引率の台北大同扶輪社 会員 3 名様及びホス

（熊本県 国際課）

トファミリーの方々にご参加いただきました。8/6 まで滞在

磯田 淳様・麦田 健一郎様・くまモン

される予定ですが、熊本を存分に楽しみ、文化を学んでいた

（ホストファミリー）

だければと思います。ホストファミリーの皆さま、どうぞよ

山本 素子様
古財 和代様・啓裕様・希侑子様・佑果子様
星野 浩太郎様・春太郎様・晴輝様

ろしくお願いいたします。また、本日は他にもうれしいご報
告がございます。杉田辰彦会員が復帰されました。お帰りな
さい！坂本幸樹会員には待望の第一子が誕生しました。男の

北口 晴美様・すみれ様・学様
松川 勝史様

（熊本第 4G ガバナー補佐）

金 多黍君

（寿崎奨学生）

子とのことです。おめでとうございます。さらに、本日より
田代文明様が入会されました。後ほど自己紹介をお願いいた
します。
幹事報告（吉永彰一君）

出席報告（井上雅文君）

1.ガバナー事務所より「特別月間（8月）名称変更のご案内」

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６０名

４３名

75.44％

８９.６６％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

が届いております。

「会員増強・拡大月間」

⇒

「会員増強・新クラブ結成推進月間」
2.別府北 RC より「創立50周年記念式典のご案内」が届いてお
ります。参加希望の方は登録用紙にご記入をお願いします。
3.本日の暑気払い＆新入会員歓迎会の最終ご案内です。
17：30～受付、18：00～城彩苑「ぎんなん」にて開催いた
します。ご参加の皆様、よろしくお願いいたします。

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

例会変更のお知らせ

新入会員自己紹介 1回目（田代文明君）

○グリーン RC～定款に基づき休会

氏名：田代文明君

[日

生年月日：昭和44年11月3日

程] 8月10日（月）１8：30～

○東 RC～定款に基づき休会

勤務先：グッドデザインハウス㈱

[日

趣味：ゴルフ

程] 8月11日（火）１2：30～

○東 RC～定款に基づき休会
[日

推薦者：漆島典和君・高宮

程] 8月11日（火）１2：30～

○東南 RC～定款に基づき休会
[日

宏君

熊本第4G ガバナー補佐ご挨拶（松川勝史様）

程] 8月12日（水）１2：30～

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月12日（水）１8：30～

○水前寺公園 RC～夜例会に変更
[変更前] 8月12日（水）１2：30～
[変更後] 8月12日（水）１8：30～

皆さま、こんにちは。本日はご報告がございましてお邪魔いた

○北 RC～定款に基づき休会

しました。まず、7月6～10日までに熊本第4グループのガバナ

[日

程] 8月13日（木）１2：30～

ー公式訪問が無事終了いたしました。ご協力ありがとうござい

○西南 RC～定款に基づき休会

ました。また、11月14日に熊本第4グループの IM（インターシ

[日

ティミーティング）を開催予定です。詳細につきましては、熊

程] 8月13日（木）１2：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

本第4G 各クラブ会長・幹事様と打合せの上、決定しご案内さ

[日

せていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

程] 8月13日（木）１3：00～

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月14日（金）１8：30～

地区幹事報告（堀川貴史君）

○西稜 RC～定款に基づき休会

皆さま、こんにちは。7月が終わり、野田ガバナー公式訪問は

[日

23クラブが終了いたしました。8月はまず、熊本第5グループを

程] 8月17日（月）１8：30～

○西 RC～定款に基づき休会

訪問予定です。お盆明けより大分第4グループを訪問、8月最終

[日

週は熊本第3グループを訪問予定です。本日は各テーブルにガ

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

バナー月信 vol.2を配布しております。是非ご一読ください。

[変更前] 8月19日（水）１8：30～

また、例会終了後にガバナー月信の会議を行いますので、関係

[変更後] 8月22日（土）１3：00～

各位はご参加をお願いいたします。

[場

所] ホテルキャッスル

○りんどう RC～05福祉 RC 創立10周年記念式典に振替

台北大同扶輪社様ご挨拶とバナーの交換（Logan 様）

[変更前] 8月20日（水）１3：00～
[変更後] 8月22日（土）１3：00～
[場

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
[変更前] 8月25日（火）１2：30～
[変更後] 8月22日（土）１3：00～
[場

所] ホテルキャッスル

後藤会長はじめ、親愛なる熊本南ロータリークラブの皆さま、

○水前寺公園 RC～ガバナー公式訪問例会に変更

こんにちは。本日は皆さまにお会いでき、大変うれしく思いま

[日

す。私は今年度短期交換留学生の引率団長を務めさせていただ

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

きます、Logan と申します。熊本南ロータリークラブと台北大

[日

程] 8月26日（水）１8：30～

同扶輪社との青少年交換留学事業は、1987年8月7日から25年以

[場

所] メルパルク

上に渡り交流を続けております。四半世紀の間には様々な交流

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

が行われてきました。私たち大同扶輪社は、奉仕と交流の理想

[変更前] 8月26日（水）１2：30～

を目指し、今後とも努力を重ねる所存でございますので、貴ク

[変更後] 8月21日（金）未定

ラブのご指導・ご支援を心よりお願い申し上げます。今回短期

[場

青少年交換留学事業として訪問させていただきましたが、両ク

所] 児童養護施設 天使園

ラブの友好が益々深まることと信じております。1週間、皆さ

2

まのお世話になりますことに感謝と敬意を表し、改めて貴クラ

○漆島典和君・坂本研一君・玉田光識君・園田修司君

ブの発展を祈念いたします。ありがとうございました。

永井富士雄君・丸山浩之君・井上雅文君・三角雄介君
台北大同扶輪社の Logan 様、 PP K.C.様、PP Chemical 様、

15-16年度 寿崎奨学生紹介と奨学金交付

交換留学生5名の皆さんの来訪を歓迎いたします。また、新
入会員の田代さんを歓迎します。
○工藤青史君
短期青少年交換留学生の皆さん、ようこそ熊本へ！歓迎いた
します。くまモンのご来訪にも感謝申し上げます。

金 多黍君へ、4～7月分の奨学金が交付されました。

○田川憲生君
熊本県 国際課の磯田さんの卓話を楽しみにしています。熊

委員会報告

本県は急速に国際化が進んでいます。磯田さんは適役です。

●姉妹クラブ委員会（西川尚希君）

大いに活躍してください。

8月5日（水）短期青少年交換留学生惜別夕食会につきまして、

○杉光定則君

時間の変更がございますのでお知らせ申し上げます。

台北大同扶輪社から訪日された皆さま方に感謝です。また、

8/5（水）17：30～受付

卓話の熊本県 国際課とくまモンのご活躍をお祈りします。

18：00～開始（新茶家）

○田川憲生君
●スマイルボックス（永井富士雄君）

杉田さん、無事退院おめでとうございます。注意されて健康

○台北大同扶輪社様

になっていただくことを祈っています。
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○松川勝史様（熊本第4G ガバナー補佐）

Ⅱ

○高宮

宏君

ガバナー補佐の松川です。暑い日が続きます。皆さま方には

新入会員の田代さんを歓迎いたします。皆さまよろしくお願

体調に気をつけてご活躍ください。

いします。ゴルフもとても上手とのことです。

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・古財良一君

○田代文明君

藤見泰之君

伝統と歴史ある、熊本南ロータリークラブに入会できたこと

本日の卓話者 磯田様、松川ガバナー補佐を歓迎します。大

にスマイルします。これから皆さまどうぞよろしくお願いい

同扶輪社の Logan 様、 PP K.C.様、PP Chemical 様、交換留

たします。

学生5名の皆さま、ようこそいらっしゃいました。歓迎しス
マイルします。また、杉田会員のご退院と、新入会員 田代

◆寿崎

文明さんの出席を祝いスマイルします。

肇 PG 報告

「7/25（土）職業奉仕セミナー報告」

○塚本 侃君・野口泰則君・堀川貴史君

野田ガバナーのお話は素晴らしいものでした。各々お話され

台北大同扶輪社の Logan 様、 PP K.C.様、PP Chemical 様の

たリーダーの方々はよく勉強されておられます。私が昔教わ

来訪を歓迎しスマイルします。杉田さんお帰りなさい。お待

った職業奉仕セミナーは難しかったので、比べるとわかりや

ちしていました。

すく解説してくださいました。最後の総評での本田パストガ

○吉永彰一君・西川尚希君

バナーのお話は素晴らしいゼミの最後を飾ってくださいま

熊本県 国際課 課長 磯田様、本日の卓話を楽しみにしてお

した。職業奉仕は「正直第一」と私は考えます。と、東芝の

ります。また、大同扶輪社の引率の皆様、交換留学生の子供

話も・・・物はものさしで、心はこころざしで。人間として

たち、ようこそ熊本へ！楽しい滞在時間を過ごせますよう、

尊いお話です。人生で大切なことは仕組み、練習、訓練、ト

お祈り申し上げます。

レーニング。勝手に体が動くように、考えて動くのではなく

○喜讀宣友君

考えなくて動く。職業奉仕には自然に体が進んでいく。全体

台湾からお越しの皆さまを歓迎いたします。熊本をお楽しみ

を掴むことで先が見える。訓練できる。迷いがなくなる。練

ください。また、杉田さん、お帰りなさい！お待ちしており

習にはコーチが必要。出席の皆さんが職業奉仕のコーチに。

ました。これからもご指導よろしくお願いいたします。田代

あなたに会えてよかった、と言ってもらえるコーチに、リー

会員、ご入会おめでとうございます。

ダーに。ロータリーは研修が多い。私たちはこの道を選んだ

○山本 円君・古財良一君・馬場大介君・星野誠之君

のです。先生がヨーロッパで和装でいたらサムライと言われ

北口 誠君

胸を張った。皆さんロータリーのバッジが胸にあります。胸

台北大同扶輪社 青少年交換留学生の受入ファミリーとして

を張った毎日を。

国際交流の機会をいただき、ありがとうございます。ようや

「8/1-2（土・日）第31回 IAC 年次大会報告」

く緊張も取れ始め、家族と和気あいあいやっています。台湾

あしきた青少年の家で第31回 IAC 年次大会が水俣高校 IAC を

との良い関係を築けるよう、しっかり交流したいと思います。

ホストに開催されました。提唱 RC の水俣 RC の献身的な奉仕

3

が成功へ導きました。大会はあしきた鉄砲隊のアトラクショ

◆8/10 第5回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

ンから始まり、記念講演は水俣 RC の会員の方お二人よりお

2015 年７月からの新しい特別月間について

話いただきました。二日目はチッソ㈱JNC 研修センターが会

国際ロータリー理事会は、2014 年 10 月開催の第 2 回会合で、

場となり、先ず JNC 水俣本部長 常務執行役員 岡山千加志様

ロータリーの特別月間を、重点分野を強調するものに変更し

のお話で感動いたしました。創業者の失敗を跳ね返すお話、

ました。2015 年 7 月からの特別月間は次の通りです。

そして延岡 旭化成も創業者の作品。水俣では色々な品を製

8 月：会員増強および拡大月間

造販売しています。悪評の高かったチッソ、そして水俣病。

⇒会員増強・新クラブ結成推進月間

それを素晴らしいチッソへ衣替えのここ何十年の苦労と努

9 月：新世代のための月間

力に頭が下がります。今では水俣市とともに素晴らしいチッ

⇒基本的教育と識字率向上月間（ロータリーの友月間）

ソづくり。そして水俣づくり。来年は熊本国府高校がホスト

10 月：職業奉仕月間（米山月間）

です。提唱 RC は我が熊本南 RC。藤見委員長のもと、会員皆

⇒経済と地域社会の発展月間（米山月間）

さまの知恵と努力で感動を与える第32回 IAC 大会を作り上

11 月：ロータリー財団月間 ⇒ロータリー財団月間

げようではありませんか。

12 月：ロータリー家族月間 ⇒疾病予防と治療月間
1 月： ロータリー理解推進月間 ⇒職業奉仕月間

●外部卓話（坂本研一君）

2 月： 世界理解月間

「熊本県と台湾・高雄の交流」について

⇒平和と紛争予防／紛争解決月間

磯田 淳様（熊本県 国際課長）

3 月： 識字率向上月間 ⇒水と衛生月間
4 月： ロータリーの雑誌月間 ⇒母子の健康月間
5 月：

⇒青少年奉仕月間

6 月： ロータリー親睦活動月間 ⇒ロータリー親睦活動月間
※（

）は日本独自に設定している月間。9 月のロータリー

の友月間は新設されました。今月は、会員増強・新クラブ結
成推進月間です。本年度会員数 72 名の目標にむけて、新入
会員の情報を宜しくお願いいたします。
◆8/3（月）暑気払い＆新入会員歓迎会＠城彩苑「ぎんなん」
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