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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 ３９名 70.90％   ８５．４５％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

直前ガバナー小山康直様ご来訪、地区大会のアドバイスをいただきました 

幹事報告（吉永彰一君） 

1. 野田ガバナーより「青少年交換留学の案内」が届い

ております。台湾3510地区（高雄・台南） 高校1～

2年生 平成27年12月20日～平成28年1月12日（約3週

間）参加希望の方は、申込書にご記入をお願いいたします。  

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。まずは来訪者のご案内から。

小山康直パストガバナー、その時の秘書をされていま

した児玉由美子様、また、本日はお二人新入会員候補

として例会に参加されています。もう新入会員の申し

込み書かれましたか。すぐ書いていただくようにお願

いします。まずは林田公治さん。続きまして告坂和紀

さん。そして懐かしい人が来られています。元米山奨

学生のジャスティン君。 

先週、事務局の東さんが事務局で骨折されまして、

約 3週間ほどの入院で右手首と右肩の手術をされます。

入院先は明らかにしませんのでお見舞いある方は事務

局で受付しております。そのため先週木曜から園田美

香さん、古財和代さんが来られます。皆さん宜しくお

願いいたします。また金曜日がどうしても不在になり

ますので池田さんが来られます。これから先もリハビ

リや再手術もあるかと思いますのでその時の補充要員

としてお手伝いをしていただきます。 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.地区大会報告 渕田俊郎君 

       （地区大会実行委員長） 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

９/１９ R 財団セミナー 

＠熊本市国際交流会館 

 

 

第８回例会記録（通算第 2658 回）  

平成 27（2015）年９月７日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「君が代」 

 

来訪者紹介 

大分臨海 RC（直前ガバナー）  小山康直 様 

小山様秘書            児玉由美子 様 

㈱第一ビルサービス        林田公治 様 

鬼塚労務管理事務所       告坂和紀 様 

元米山奨学生  ンダギジマナ・ジャスティン君 

先日、アクトの例会に出席させていただきました。彼

らはしっかり勉強していまして、私と吉永幹事で訪問

したのですか９月２７日に合同例会で加藤神社に行く

前に、加藤清正のことをしっかり勉強していてこれは

使えるなと私たちも勉強になりました。それから昨日

黒髪の［はあもにい］にて米山奨学会のセミナーがあ

りました。３年未満の会員の向臺君・重光君・鎌田君、

メンバーの藤見君・古財君・川越君がおみえになって

いました。２時間と短いセミナーではあったのですが

結意義なセミナーだったと思います。 
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2. 熊本中央 RC より平成 27 年 10月 23 日（金） 

「チャリティコンペ」の案内が届いております。 

グランドチャンピオンゴルフクラブ 

※参加希望の方は、申込書にご記入をお願いいたします。 

3. 2650 地区ガバナーより「全国ローターアクトクラブ 

研修会並びに第１３回アジア太平洋地域ローターア 

ク会議」の案内が届いております。 

 2016年 3月 18日（金）～21日（月）＠京都 

※参加希望の方は、申込書にご記入をお願いいたします。 

4. 熊本南ローターアクトクラブより「熊本南 RAC・熊本 

城東 RAC・熊本東南 RAC3 クラブ合同例会のご案内」

が届いております。※参加希望の方は、申込書にご記入

をお願いいたします。（再案内） 

5. 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、申込書にご記

入をお願いいたします。（最終案内） 

6. 本日例会終了後に臨時理事会を開催しますので関係

者の方はお集まりください。 

 

例会変更のお知らせ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 9月24日（木）１2：30～ 

○りんどう RC～G公式訪問合同例会のため日程変更 

[変更前] 9月24日（木）１3：00～ 

[変更後] 9月25日（金）１3：00～ 

○水前寺公園 RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 9月30日（水）１2：30～ 

[変更後] 9月30日（水）18：30～ 

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 9月30日（水）１2：30～ 

[変更後] 9月30日（水）19：00～ 

[変更後] 未定 

 

委員会報告 

●親睦委員会（西川尚希君） 

［結婚祝］        ［誕生祝］ 

三角雄介君  9.6        堀川貴史君  9.3 

古財良一君   9.10       井上雅文君  9.3 

                   丸山浩之君  9.14 

                   坂本幸樹君  9.27 

 

［結婚祝］            ［誕生祝］ 

 

●第13回日韓親善会議報告（寿崎 肇 PG） 

 ９月４日日韓親善会議が東京品川グランドプリンスホテル

新高輪で行われました。    （※別紙資料参照ください） 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○大分臨海 RC小山様 

 本日私の年度の会計監査でやってまいりました。無事終え

て堀川地区幹事のお誘いで例会に参加させていただきま

す。昨年度はみなさんのお支え本当にありがとうございました。 

 

○後藤博君・久我章義君・吉永彰一君・坂本幸樹君 

 本日ご来訪の小山 PG、児玉由美子さん、告坂さん、林田

さん、ジャスティン君、池田君 皆様のご来訪を心から歓

迎いたします。 

 

○堀川貴史君・田川憲生君・今村浩昭君・園田修司君・古

財良一君・馬場大介君 

 小山 PG、児玉さんのご来訪を心より歓迎いたします。 

 

○倉崎保広君・野口泰則君・原 裕一君 

 本日ご来訪の林田公治様、告坂和紀様を歓迎いたします。

ご入会になられる日を心待ちにしています。 

 

○ンダギジマナ・ジャスティン君 

 

 皆様に久しぶりに

会えてとても嬉しい

です。 

 

 

 

 

○坂本研一君・漆島典和君・渕田俊郎君・三角雄介君・永

井富士雄君・原 裕一君・園田修司君・古財良一君・北口

誠君・藤見泰之君 

 元米山奨学生のジャスティン君のご来訪を歓迎します。ま

た、第二子誕生おめでとうございます。 

今度はカップラーメンを持って遊びに来て下さいね。 

 

○杉光定則君 

 先週金曜日に熊本 RCの例会に出席、昨日は米山奨学会

セミナーへ参加しました。色んな方との交流に感謝してい

ます。 

 

○向臺行雄君 

 昨日、米山奨学会セミナーに出席してきました。実は昨日

東京から会社の同期がゴルフ旅行に来ていましたがセミ

ナーのほうに出席してロータリーについて理解を深めるこ
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とができて良かったと思います。今後もできるだけこのよう

な会に参加したいと思います。 

 

○寿崎 肇君 

 ９月３日に熊本県税友会総会を無事終え、最終便で東京

へ。４日の『日韓親善会議』は両国のいろいろがありながら

お話は勉強になりました。年寄りながら無事に帰宅いたし

ました。ありがとうございます。合掌 

 

○漆島典和君 

 昨日は坂本幸樹会員の長男・幸大君のお日明、おめでとう

ございました。健やかなご成長をお祈りしてスマイルいたし

ます。 

 

●会員卓話（坂本研一君） 

「平成 28年 3月 26日からの地区大会について」 

地区幹事・堀川会員 

 

 地区幹事の堀川です。地区大会の話ということでタイムリー

に小山直前ガバナーと元秘書の児玉さんにお越しいただい

ておりますので概要をご説明させていただき、渕田実行委員

長の方から地区大会に望む我が南 RC を中心とした実行委

員会の組織と約割、ざっくりとしたスケジュールの話をいただ

き、最後に小山直前ガバナーのほうから当クラブに叱咤激励

なりをいただければと思っております。 

私の方から簡単に地区大会のお話をさせていただきます。

あくまでもまだ案の状況ではございます。2015～2016 国際ロ

ータリークラブ 2027 地区の地区大会 日時は 2016 年 3 月

26 日（土）朝 9 時から会長幹事ガバナー補佐会議を市民会

館崇城大学ホールにて行います。10 時 30 分より本会議・記

念公演行った後に 18 時 30 分からホテル日航熊本に於きま

して RI会長幹事歓迎晩餐会（先程寿崎 PGの報告もありまし

たように RI 会長代理が元 RI 会長の韓国のリ・トウケンさんに

ほぼ決まりということですので、その歓迎晩餐会と会員の交

流会となります。 

翌 27日（日）朝から地区指導者育成セミナーまた、同時刻に

エクスカーションを午前中に行います。 

一つ一つ説明しますと、地区大会 26 日の本会議は 9 時

30分に登録開始し、10時 30分に点鐘。内容としてはガバナ

ー挨拶があり、RI会長挨拶があり、姉妹クラブ祝辞、参加クラ

ブ紹介、昼食を挟んで色々な委員会の活動報告、ガバナー

エレクト、ガバナーノミニーの紹介、委員会の報告、各種表

彰、大会所管。だいたい 17時 30分の終了を予定してプログ

ラムを組んでいきたいと思っています。地区内 74 クラブから

登録で 1000名程度、海外韓国・台湾から（まだ未締結）30～

40名、国内の他地区から 30名ほどの参加が見込まれており

ます。 

会場は市民会館大ホールにて本会議を 1 日、付随して会長

幹事ガバナー補佐本会議の前に早朝 8時 30分登録 9時点

鐘、内容としてはガバナーの挨拶、会長代理の挨拶、地区

委員の報告、前年度の地区資金・決算ならびに監査報告、

地区資金の現況報告、大会決議案の質疑応答で 1 時間の

会議で締めさせていただきます。地区内 74 クラブの会長幹

事とガバナーが義務出席となりおよそ 170名規模の会議とな

ります。 

友愛の広場は案の段階ですが 3 月 26 日土曜日のみ。場

所は大会議室か城彩苑を活用するのも一つの案かと思いま

す。役割の中で決定して下さい。 

RI会長歓迎晩餐会・会員希望交流会ですが同日、ホテル

日航熊本阿蘇の間に於いて 17時 30分開場/18時 30分開

会、ガバナー挨拶 RI 会長挨拶乾杯その他アトラクション、こ

れから皆さんに考えていただきます。20 時 30 分閉会。約 2

時間のパーティです。こちらは登録者数 1000 名+他地区 30

～40 名、海外から 30～40 名（全員出席かはわかりませんが

だいたい 1000名規模のパーティになります。） 

翌 27 日（日）地区指導者育成セミナー、例年地区大会の

前日に行われていたものですが今回は日曜日に予定してい

ます。内容はガバナー挨拶、講演、クラブから２名程度会長

幹事など 2 名以上の参加で 100 名前後の規模でセミナーを

開催します。同日同時刻には姉妹地区・韓国台湾、他地区

の希望者を対象にエクスカーションを実施。（エクスカーショ

ンとは熊本城や観光地のご案内）その企画も立てていかなく

てはいけません。会議については市民会館の大会議室の予

定です。以上が 3/26.27 準備から入れると前日からになりま

すので金土日のスケジュールです。熊本南 RCの皆さまには

本当に我が熊本第四グループの模範となってコ・ホストクラ

ブを引っ張って行き、それなりの自覚とこれから先の他地区

大会等も見学勉強しながら進めていきましょう。 

野田ガバナーも堅物で真面目で遊び心がないガバナーと

思われていることが癪に障るということを申しております。で

すので自分のカラーを打ち破るような会にしたい。特に懇親

会では。ある程度思い切った企画を提案しても前向きに取り

組まれるのではないかと思いますので提案宜しくお願いいた

します。ありがとうございました。 

 

実行委員長・渕田会員 
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皆さんこんにちは。野田ガバナーのほうから今期地区大

会の実行委員長を指名されましたので受けさせていただきま

した。最近は物忘れもひどくなってきましたので御迷惑をお

掛けすることがあるかもしれませんが一生懸命頑張っていき

ますのでご協力のほど宜しくお願いいたします。 

先程堀川地区幹事のほうから来年の地区大会の日程・場

所・大まかなプログラムの説明がありましたが私の方からは地

区大会の準備のための会議の日程・会議を進めていく実行

委員の組織案・各委員会の役割をお手元の資料に沿ってご

説明させていただきます。 

 

○資料１ページ目/地区大会実行委員会日程（案） 

10 月 20 日火曜日に変更し実行委員会を行います。地区大

会実行委員は記載をご覧下さい。20 日は地区事務所及び

ホストクラブ、コ・ホストクラブとの最初の協議となります。質疑

応答をすすめていきます。 

11 月 16 日南クラブ全体会議、例会時させていただきます。

この日は婦人の会も予定しておりまして、婦人の会の方も地

区大会を応援していただきますので全体の事を理解してい

ただこうと思います。役割の確認、委員会の役割分担と協議、

質疑応答となります。 

12 月 14 日実行委員会は地区事務所との各委員会の進捗

報告、問題点の審議。 

1 月 18 日実行委員会は地区事務所との各委員会の進捗報

告、問題点の審議、その他の予定の確認 

2 月 15 日例会時、各委員会の進捗、その他詰めて行きま

す。 

3月 14日⇒3月 7日に変更実行委員会は最終になりますの

で、各委員会の役割の詳細確認、全体の進捗確認、問題点

の解決 

本番に結びつけていきます。 

○資料 2ページ目/地区大会実行委員会組織図（案） 

ご覧いただき不都合ございましたら、高宮副実行委員長・鎌

田副実行委員長に申し出て下さい。また検討したいと思いま

す。 

○資料 3ページ/地区大会の主な役割（案） 

こちら、必要と思われることをまとめていますが、RKKメディア

プランニングや地区事務所とも仕分けしていき進めていきま

す。 

資料を持ち帰っていただき、今後委員会の中で検討してい

こうと思います。 

 

大分臨海 RC（直前ガバナー）  小山康直 様

 

 皆様ご苦労様です。地区大会の具体的なスケジュールも

入っておりますが、我々の時は最初は地区の副幹事が中心

でやっておりましたけれども、地区大会に特化しなくてはい

けないということで改めて決めて 9月から毎週事務所に集ま

って会議を行っておりました。しかし専門のRKKMPが入られ

るのであまり細かいことまで心配すると動かなくなります。細

かいことは専門家にお任せしたほうがいいと思います。野田

ガバナーの個性を色んなところで、熊本南ロータリークラブ

の良さを発揮できるとうに特化して考えてもいいと思います。

何度も地区大会を経験されていますので、自分たちはこうし

たいなとか正しいイメージを描いて、いろいろあっても最後に

終わったあとの開放感、やり遂げた実感が涙がでるようにう

れしかったです。思い切って飛び込んでみると地区大会とし

てロータリアンが共有できることが最高に嬉しいです。野田カ

ラーで全面的にやって頂ければ手は出せませんけど、精神

的には応援させていただきますので皆さん頑張ってくださ

い。 

 

◆9/14 第8回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

日本のロータリーの誕生とその成長 

 わが国最初のロータリークラブは、1920（大正 9）年

10月 20日に創立された東京ロータリークラブで、翌

1921年 4月 1日に、世界で 855番目のクラブとして、国

際ロータリーに加盟が承認されました。 

 日本でのロータリークラブ設立については、ポール・

ハリスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡

大に情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリー・ペリ

ーと、創立の準備に奔走した米山梅吉、福島喜三次など

の先達の功を忘れることができません。 

 その後、日本のロータリーは、第 2 次世界大戦の波に

洗われて、1940年に国際ロータリーから脱退します。戦

後 1949年 3 月になって、再び復帰加盟しますが、この

時、復帰に尽力してくれたのが国際ロータリーの第 3代

事務総長ジョージ・ミーンズでした。 

 その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚

ましいものがあります。ロータリー財団への貢献も抜群

で、今や国際ロータリーにおける日本の地位は不動のも

のになりました。現在、日本全体でのクラブ数は 2,278、

会員数 89,349人（2015 年 5 月末現在）となっています。 

           （ロータリーの友 より抜粋） 


