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熊本中央 RCのチャリティゴルフコンペの案内に来訪された 堀野会員・坂口会員 

幹事報告（吉永彰一君） 

1. 05福祉 RC より「創立10周年記念式典ご出席の御礼」 

が届いております。 

2. 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。（再案内） 

 

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。熊本中

央 RC より２名。坂口滋一 様、堀野裕一朗様。チャリティコ

ンペのご案内に来られています。また後ほどご登壇いただ

きお話いただきます。また、八代 RC より和久田教臣様３名

の方ようこそいらっしゃいました。例会を楽しんでいただき

たいと思います。 

 それから卓話者の方が東京よりこちらに向かって来られて

いたのですが、ご存知のとおり阿蘇の噴火で飛行機が熊本

に降りません。ということで１時に福岡空港に降りられるとい

うことで急遽卓話はみなさんに振ってお答えいただくという

ことになります。そちらはプログラム委員長から案内がありま

す。 

先日の臨時理事会で一点決まったことを報告します。現

在、東事務局員さんが骨折で入院をしていて約 3 週間。そ

の間お手伝いに園田夫人と古財夫人、うちの隣に店舗を

構えております池田君にいらして頂いております。その方

の時給を出すということで、前回浅山年度の時にお越しい

ただいた時給で来ていただくことになります。 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 熊本南 RAC 

中川友美様・末永淳悟様 

「熊本南 RAC活動報告」について 

        

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１０/４ 別府北 RC創立５０周年 

＠杉乃井ホテル 

１０/１９ 観月会＠代継宮 

１０/２３熊本中央 RCチャリティゴルフコンペ 

１０/２５熊本北 RC 創立３５周年記念例会 

＠市民会館 

 

 

第９回例会記録（通算第 2659 回）  

平成 27（2015）年９月１４日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

熊本中央 RC  坂口滋一 様 

熊本中央 RC  堀野裕一朗様 

八代 RC     和久田教臣様        
今日は阿蘇で噴火、その前に台風 17号・18号北関東か

ら東北にかけて被災をされ行方不明者が 15人いらっしゃる

とのことで、天変地異各地で起こっていますがロータリーも

動いていくのではないかと思います。 

決まりましたら皆様にご協力をあおぎたいと思いますの

で宜しくお願いいたします。本日の会長挨拶は以上です。 

 

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 ３８名 69.09％   ８８.６７％ 

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） 
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台湾 3510 地区（高雄・台南）高校 1 年～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します（最終案内） 

3.熊本中央RCより「チャリティコンペ」の案内が届いています。

平成 27 年 10 月 23 日（金）＠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お願いします。 

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しま

す。（最終案内） 

5.玉名中央 RC より「週報」が届いております。 

6.熊本 05福祉 RC より創立 10周年記念式典出席の御礼が

届いております。 

7.本日定例理事会が開催されます。関係者の方は例会終了

後お集まりください。 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本グリーン RC～観月例会の為場所変更  

[変更前] 9月28日（月）１8：30～ホテルキャッスル 

[変更後] 9月28日（月）18：30～KKRホテル熊本 

○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～ 

 

 

来訪者挨拶 

熊本中央 RC 坂口滋一会員     堀野裕一朗会員 

 

みなさんこんにちは。ただいまご紹介いただきました熊本中

央 RC の坂口滋一です。RC 歴は２４年。職業は玉名で玉水

苑という葬祭場の経営をしております。本日、熊本中央 RC

のチャリティゴルフコンペのチラシを配らせていただいており

ますが 10 月２３日（金）8 時ごろスタートです。例会も兼ねて

おります。メーキャップにもなりますので是非ご参加お願いい

たします。2009 年からスタートし、今回で 6 年目になり、南ク

ラブさんからも沢山ご参加いただき昨年は 8 名。その前は 7

名。今回も沢山のご参加お願いします。尚、チラシの裏に昨

年の賞品が載っています。豪華賞品とは言えませんがクラブ

の会員が持ち寄りました。また、集まったお金は TKU を通じ

て FNSチャリティキャンペーン 2015支援国・マダガスカル共

和国へ寄付させていただきます。 

先日、当クラブの盧 麗娜会員がお邪魔したと伺いました。

まだまだ若輩ではございますが宜しくお願いいたします。 

また、今年新しく入りました堀野裕一朗会員をご紹介しま

す。 

熊本中央 RC 堀野でございます。先週入会式が終わった

ばかりでメーキャップで参加させていただきました。知ってい

るお顔がちらほらありますので安心して参加しております。本

日はありがとうございます。 

 

 

地区幹事報告（堀川貴史君） 

 みなさんこんにちは。先週

野田ガバナーは大分の第

二グループ宇佐・豊後高

田・国東杵築方面を公式訪

問され、最終の木曜金曜に

は当クラブの馬場地区副幹

事が同行され、泊りがけで行かれました。ありがとうございま

した。先週、小山直前ガバナーがお越しくださいましたが、

その日に会計の引継ぎ会が行なわれまして前年度の会計監

査をし、今期の星野財務委員長及び野田ガバナーに会計

引き継ぎを行い、ご来訪いただきました。例会終了後には副

幹事からガバナー月刊の編集会議を行い、お手元には９月

のがあると思いますがその１０月号・１１月号の編集について

の打ち合わせをしました。週末はライラ（RYLA）で阿蘇の

YMCA に参加され、先週で74クラブ中、残すとこ１９クラブ公

式訪問となりました。今週が最後の山かと思いますが大分の

第五グループ、津久見・佐伯方面を回るようにしておりまして

明日から当クラブの古財地区副幹事が津久見に同行されま

す。そして熊本に戻りロータリー財団のセミナーに参加しま

す。来週はシルバーウィークですが開けてすぐ公式訪問が

入っております。残すところは熊本の第一グループと熊本の

第二グループ、第七グループの１クラブとなっておりますの

で、今週が終われば近場のクラブとなりますのでもう少しで

す。１０月の第一週・第二週までとなります。これまで事故なく

訪問できたのも皆様のおかげと思っておりますのでもう少し

ご協力をお願いいたします。 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（丸山浩之君） 

 

  別紙にて 
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●スマイルボックス（永井富士雄君） 

○後藤博君・久我章義君・吉永彰一君・坂本幸樹君・木村

仁治君 

当クラブへの来訪者、熊本中央 RC坂口滋一様、堀野裕

一朗様、八代 RC和久田教臣様を歓迎いたします。 

○坂本研一君・漆島典和君・三角雄介君・井上雅文君・古

財良一君・北口誠君・田代文明君 

当クラブへの来訪者、熊本中央 RC坂口滋一様、堀野裕

一朗様、八代 RC和久田教臣様を歓迎いたします。 

○喜讀宣友君 

熊本中央 RC坂口滋一様、堀野裕一朗様、八代 RC和久

田教臣様のご来訪を歓迎しスマイルいたします。当クラブ

例会をお楽しみください。 

○堀川貴史君 

熊本中央 RC坂口滋一様、堀野裕一朗様、八代 RC和久

田教臣様のご来訪を歓迎いたします。 

○田中裕司君 

熊本中央 RC 堀野裕一朗様のご来訪を歓迎いたします。

高校と JC の先輩です。いつも大変お世話になっておりま

す。また遊びに来てください。夜もお願いします。 

○丸山浩二君 

熊本中央 RC 坂口滋一社長のご来訪を心より歓迎いたし

ます。坂口社長にはいつも大変お世話になっております。 

○寿崎肇君 

9/12と13に阿蘇で行われました RYLA のプログラムに参

加しました。大変勉強になりました。あのやり方は経営に

最も必要なこと。野田ガバナーのお話は３０歳までの男女

へのプレゼントとして素晴らしいものでした。ほかの講演者

も勉強させていただきました。ロータリーってすばらしいな

とつくづく思いました。吾々ロータリアンであることを誇りに

思いましょう。有難うございます。合掌 

○高宮 宏君 

昨日の昼の TKUの TVニュースに、土曜日の夜に開催し

ました東京６大学の交流会で幹事校の代表として挨拶を

しましたら写っていました。また本日和久田さんのご来訪

歓迎いたします。 

○工藤青史君 

これにて失礼いたします。お詫びのスマイルです。 

 

 

 

●会員卓話（木村仁治君） 

本日卓話の予定でしたナンバーワンの石澤部長が阿蘇の

噴火で飛行機が熊本に降りません。本日は中止ということで

また別の機会にお願いしたいと思います。奉仕の精神の象

徴である高宮会員からお話を頂けるとのことでしたのでお願

いいたします。 

 

 高宮 宏会員 

 みなさんこんにちは。ロータ

リーの友の委員をさせていた

だいておりますので、今月は

ロータリーの友月間でもありま

すのでお話をさせていただき

ます。ガバナー月信が数冊置いてあるかと思いますが、これ

に私は投稿しております。ロータリーの友の月間について。

ロータリーの友の地区委員の役割は、地区ガバナーによっ

て任命され、ロータリーの友の構成、友に関するガバナーの

代理としてロータリーの友委員会においてガバナーの意向

をふまえた代理として建設的な定義を行うとしています。地

区内のロータリアンに対して友の刊行するものについて有効

活用促進し、必要な活動を取り組む。次に地区並びに地区

内のクラブの活動やその他の情報に務める。そして地区内

情報を編集部に送り、その内容を基に取材に協力することに

よって友の製作に協力する。それが役目で、自分で取材も

編集もするなかなかややこしいことをするというような役目。

前々から困っている。とても時間がかかる。７月号から新年始

まりまして、7.8.9 月号まで出ていて全ページ読んで感想を

書かなくてはいけない。感想文を書きました。それを手書き

ではなくパソコンでと言われ、編集してみたら上手く出来まし

て、送っております。76 になりまして苦労しておりますがやっ

ております。そこでまず今年みなさんご承知の毎月の目標が

あります 8 月は会員増強月間。蒲田さんと古川さんがアンケ

ート取られ、今月は丸山さんから基本的教育と識字率向上

月間ですからどこかの委員会が担当していただきキャンペー

ンをするとか何か活動してほしいのですが、今年からなので

徹底しておりません。１０月は経済と地域社会発展月間です。

担当委員会はどこかで決めていただかないとテーマが掲げ

てあっても活動ができないとなりますので理事会で担当委員

会を決定して欲しいです。１１月はロータリー財団月間、１２

月疾病予防と治療月間、１月は職業奉仕月間、２月平和と

紛争解決月間は社会奉仕委員かなと思いますが、３月水と

衛生月間、４月母子の健康月間、５月は青少年奉仕、６月は

ロータリー親睦月間。いくつかの月間は担当を決めておかな

いと活動や行事ができない。３月の水と衛生月間は大分から

原稿が着ました。先のことをすでに報告してくるクラブもあり

ます。全てロータリーの友に載っていたことですので改めて

後藤会長にお願いして各月間の担当委員を決めていただき

たいと思います。最近ロータリーの友の第３ゾーンの委員会

が大阪でありまして色んな地区の活動報告を聞き、これまで

は何もしなくていい地区だったかもしれません。よそは色々さ

れています。 

原稿募集をされています。例会の食事について（先程も今

月号に載っていると言われましたが）特集を組んでいますの

でこれはと思う事は投稿されてください。またクラブ独自の奨

学金制度はありますか。ということで寿崎奨学会について星
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野さんからお話いただきたいと思います。海外の RC に所属

された方はいませんか。いらっしゃったら今後特集があるか

と思います。また自然災害の対応について、それぞれのクラ

ブがどうするか。募金を被害が出たその都度か常にか。クラ

ブ同士の総合協力。国内でと。また、会員間の緊急連絡網

を作って欲しい。震災時など連絡が取れず情報不足で手間

取ったのでと。会員増強の成功例、今年７２名が目標です。

ガバナー公式訪問時に夫人の会があれば紹介して欲しい。

全国の同じ名称のクラブの集まり。城東・西南ロータリーさん

はされております。南も沢山あるかと思います。私たちのクラ

ブだけでなく2720地区のクラブの方にお願いをしていきます。

ホームクラブなので色んな情報を友に送って形にしたいと思

っていますのでご協力お願いします。 

 

木村仁治会員 

 私の健康の話を少しさせてい

ただきます。私が小学校 1 年生

の時に熊本に住んでいたことが

あり、この日航ホテルの前身、振

武館で剣道を始めました。 健康診断を９月の初めに行った

のですが、単身赴任の関係で食事は大変不規則で、飲み

会も多く週 3、多い時は毎日外食を続けています。前回悪玉

コレステロールが標準値の倍、脂肪肝も CD 程度、糖尿も危

ないと言われている中こちらに着任したのでかなりドキドキし

ながら受けました。NTT病院で診断を受けるのですが社員さ

んの奥さんが看護婦さんでいらっしゃることが多く、親近感を

もって接してくださっていたのですが、注射や大腸ファイバ

ーもあるということで、もしその奥さんにお尻を見られたらどう

しようとか、違うことの思いが募って大変嫌な健康診断でした。

結局その奥さんにそれをされることが無くて無事に終わりまし

た。今回非常に良かったのが胃カメラで、麻酔が強かったの

か、気づいたら胃カメラ終わっていて楽でした。結果は非常

に良く１０年来の脂肪肝が治っており悪玉コレステロールもあ

と１０位で標準値、糖尿も全く無い。食生活は乱れていたの

ですが頑張ってやっていたことを紹介します。うちのスタッフ

から勧められたもので、漢方薬で防風通聖散というものを飲

んでいた。自家製のカスピ海ヨーグルト、踏み台昇降を週に

２回３０分、月２回５Kｍ走りました。炭水化物を取らない。ど

れが効いたかわかりませんが、熊本にきて非常に楽しく生活

しています。ストレスはありますがいい環境で仕事をしている

のが体調が改善した理由なのではないかと思います。それ

では三角先輩にバトンタッチをしてしっかり締めて下さい。よ

ろしくお願いします。 

 

三角雄介会員 

 突然のご指名有難うございま

す。前プログラム委員長の三角

でございます。プログラムの話を

しようかと思ったのですが昨年は田川会長におんぶにだっこ

でしたので。私は今、地区の国際奉仕委員長を仰せつかっ

ています。詳しいのでその話をしてもいいのですが、時間が

いくらあっても足りないので、自社で慢性的に困っていること

で、少し解決の糸口がみえつつある問題案、人の問題です。

アルバイトさんが全く来なく、昔、スタンドは時給も高くて、車

好きの人が集まってきていました。今は新規オープンしても

全く来ない、24 時間夜間募集しても全く来ない。とりあえず

来たら誰でも採用している状況です。それで悩んでいて求

人誌にも８００円～１３００円・明るい職場です。と出していまし

たが全く来ない。ある社員の職場の子供に聞いたら熊本で１

０００円以上も貰えると逆に何か。怖い。そんなところは受け

ないと言われ、こちらは高いほうがいいかなとやっていたの

ですが、初めは８００円・１００時間ごとに１０円づつ上げて、８

２０円からは実力です。車好きでなくても大丈夫です。という

形で掲載したら立て続けにアルバイトがきた。同じ値段でも

視点を変えて書き方次第で違うんだなと。最近実感しました。

みなさんもいい案がありましたら教えてください。どの経営者

と話してもみなさん人の問題をよく聞きます。今後共どうぞ宜

しくお願いいたします。 

 

 

 

◆9/28 第10回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

基本的教育と識字率向上月間（ロータリーの友月間） 

 9 月は『基本的教育と識字率向上月間』です。（ロータリー

の友月間は日本独自）日本では、義務教育によって、非識

字者が殆ど存在しないことから、識字率向上に関する関心

が極めて低いのが現状です。しかしながら世界の実態を見

てみると、ロータリアンとして決して無関心でいられない事項

です。読み書き・計算能力が社会に与える恩恵は、議論の

余地がありません。識字率が低い事は、真実を知る機会を

奪う事に繋がり、人々を病や貧困という深刻かつ不幸な状況

に追い込んでしまいます。これに対して、識字社会では内戦

も少なく、経済発展も速やかで健全であると考えます。 

そして、女性にとって、読み書きと簡単な計算能力は、教育

的・社会的・経済的機会への扉を開く可能性が大いにありま

す。つまり、識字は“人間が人間らしく”生きていくための基

本的条件の一つであり、基本的条件の中でも最も重視すべ

き要件であると思います。そして基本的教育と識字率向上は

全ての問題解決につながるものとして、ポリオ撲滅の後攻と

して国際ロータリーの最優先事項になり得るものです。 ポ

ール・ハリスも「ロータリーは人道的であり続けるでしょう。しか

し、それだけではありません。人道的行為が必要とされるよう

な原因を取り除くでしょう。」と言っています。 


