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第 2820地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ倉沢修市様・竜ヶ崎 RC10 名様。お越しいただきありがとうございました 

 

会長報告（副会長・久我章義君） 

皆様こんにちは。久しぶりに上がらせていただきますが、

昨夜突然後藤会長から本日欠席の旨のメールが届きまし

て、突然のピンチヒッターで後藤会長に代わって挨拶させ

ていただきます。まず初めにご来訪者・卓話者のご紹介か

らさせていただきます。今日は遥々茨城県 2820 地区竜ヶ

崎 RCの方々が総勢 11名でお越しくださいました。 

ｶﾞﾊﾞﾅｰでいらっしゃいます倉沢修市会員、会長の糸賀祥

治会員、渡利千里会員、山崎恭弘会員、阿部孝義会員、

滝澤健一会員、寺田寿夫会員、大竹雅夫会員、小島律子

会員、若井毅会員、毛利昭男会員。ようこそ遥々お越しく

ださいました。楽しんでいただければと思います。そして、

卓話者として熊本南 RAC のメンバーの中川友美会員、末

永淳悟会員。卓話よろしくお願いいたします。 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.米山奨学生卓話 ハン ショウ君 

 カウンセラー増永諭会員 

 「私の故郷とロータリー」 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１０/１７高校生ファッションショー＠現美 

１０/１８熊本第 6 グループ＠ゆめもやい 

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１０回例会記録（通算第 2660回）  

平成 27（2015）年９月２８日 

    

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」 

 

来訪者紹介 

竜ヶ崎 RC ｶﾞﾊﾞﾅｰ  倉沢 修市 様 

会長    糸賀 祥治 様 

               渡利 千里 様  山崎 恭弘 様 

               阿部 孝義 様  滝澤 健一 様 

               寺田 寿夫 様  大竹 雅夫 様 

               小島 律子 様  若井 毅   様 

毛利 昭男 様 

熊本南 RAC      中川 友美 様  末永 淳悟 様 

昨日、地区の委員をさせていただいておりますので、大分 

で財団のセミナーに出席してまいりました。ポリオの話で

す。ポリオプラスの話を 10/24は世界ポリオデーとなってい 

ますので RAC にもお願いをしていますが、24 日前後の週

で周知と寄付のお願いなどをやっていただこうと思っており

ますのでご協力をお願いいたします。 

昨夜は雲一つ無く、綺麗な月を見ました。月を見るとな

んとなく物悲しいような気もしますが、毎年中秋の名月の日

に今年も見れたと考え深く見入っていました。会長挨拶を

考える時間が無く、唐突もなくお話させていただきました。

熊本の例会を楽しんでいただければと思います。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 ３９名 69.64％   ８８.００％ 

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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幹事報告（吉永彰一君） 

1.野田ｶﾞﾊﾞﾅｰより「鬼怒川水害義援金のお願い」が届いて

おります。 

2.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.ローターアクトクラブより「第 31 回年次大会」の案

内が届いております。平成 27年 11月 21日（土）・22日

(日)＠別府国際コンベンション 参加希望の方は申込

書にご記入をお願いいたします。（10/12締切） 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本西 RC～観月会の為日時場所変更 

[変更前] 10月6日（火）１2：30～ホテルキャッスル 

[変更後] 10月6日（火）18：30～常通寺 

○熊本西 RC～定款に基づき休会 

[休会日] 10月13日（水）１2：30～ 

○菊南 RC～ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問3クラブ合同例会の為日時場所変更 

[変更前] 10月7日（水）１2：30～ユウベルホテル 

[変更後] 10月6日（火）16：30～火の国ハイツ 

○菊南 RC～夜間例会の為日時場所変更 

[変更前] 10月28日（水）１2：30～ユウベルホテル 

[変更後] 10月28日（水）時間場所未定 

○水前寺公園 RC～夜間例会の為時間変更 

[変更前] 10月14日（水）１2：30～メルパルク熊本 

[変更後] 10月14日（水）18：30～ 

○水前寺公園 RC～江津湖公園清掃朝食例会の為時間変更 

[変更前] 10月21日（水）１2：30～メルパルク熊本 

[変更後] 10月18日（日）9：00～水前寺江津湖公園 

○水前寺公園 RC～観月会の為時間変更 

[変更前] 10月28日（水）１8：30～メルパルク熊本 

[変更後] 10月28日（水）18：30～未定 

 

来訪者紹介・挨拶（野田ｶﾞﾊﾞﾅｰ） 

みなさんこんにちは。

今年度ｶﾞﾊﾞﾅｰを務めて

おります野田でございま

す。今日は RI2820 地区

茨城県竜ヶ崎 RC からｶﾞ

ﾊﾞﾅｰでいらっしゃいます

倉沢修市会員、会長の

糸賀祥治会員はじめ総勢 11名で熊本にお越しいただきまし

た。ありがとうございます。倉沢ｶﾞﾊﾞﾅｰとは同期のｶﾞﾊﾞﾅｰで

ございまして 1 月にありました国際協議会など色んな機会ご

とにお会いしながら地区の運営についてもお話させていた

だいている大事な方でございます。今日はお越しいただきま

してありがとうございます。 

まず初めに 9月 10日に茨城県常総市で鬼怒川堤防決壊

による大きな水害被害をうけられまして心からお見舞い申し

上げます。2720 地区におきまして鬼怒川水害義援金を各ク

ラブにお願いしまして徴収しているところでございます。今回

2820地区から 11名お越し下さいましたのは、竜ヶ崎クラブの

親睦委員長の奥様が大津出身ということもありまして昨日博

多に来られ、熊本に入られて今日午前中に水前寺公園や健

軍神社を回られたということで、例会が終わりましたら熊本城

をガイド付きでご案内したいと思います。そして熊本空港か

ら成田空港経由で茨城にお帰りとの予定です。例会含めて

熊本を楽しんでいただければと思います。 

 

みなさま初めまして。

2820地区のｶﾞﾊﾞﾅｰの倉沢

でございます。こちらは

2720 地区ということで数字

が似ています。それと同時

に私と野田さんはｶﾞﾊﾞﾅｰ

エレクト時代に一番初めに名刺を交換した仲で、是非とも例

会に行くしかないなと思っていたところです。こちらの公式訪

問では関東地方の地区大会などに重なっておりまして行け

ないなと思っておりましたら親睦委員長が是非とも熊本に行

きましょうと私のスケジュールの空いているたった 2 日にここ

へ連れてきていただきました。私の慰労のために連れてきて

いただいたと思っていました。そしたら奥さんの実家が熊本

だったと。私のためではなく奥さんのためだったんだなとも思

いました。何はともあれ。他に似ているのは、クラブの設立年

月が 1 年しか違わないところです。姉妹クラブの 2620 地区・

仙台東 RCも設立年月日が同じ。RC2820・2720・2620と繋が

っているなと思っております。常総水害見舞い金の事もお願

いしたいと思います。私たちの分区の 50数名いるクラブで殆

どのところが水害に合いました。町の真ん中ということで復興

するのが大変だと思います。水害に初めてあったのですが、

水が退いてからも匂いはすごいです。その中でも皆さんは頑

張っておられます。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

《バナー交換》 

竜ヶ崎 RC糸賀会長 

熊本南 RC 久我副会長 

 

 

 

地区幹事報告（堀川貴史君） 

 みなさんこんにちは。地区

感じの堀川でございます。

今日は2820地区より大勢の

皆様にお越しいただき心より

感謝致します。2820地区の
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幹事の方から地区のテーマバッジがあるようで私と野田ｶﾞﾊﾞ

ﾅｰはいただきました。一年間の頑張りにて私の方から配布さ

せていただこうと思います。ありがとうございました。また、竜

ヶ崎 RC の皆様に多大なるスマイルを頂戴しましてありがとう

ございました。受付でスマイルとは別に沢山のお土産も頂戴

いたしました。重ねて御礼申し上げます。ありがとうございま

した。 

 当地区のｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問についての途中経過を報告い

たします。先週まで地区内74クラブ中65クラブが公式訪問を

終えております。残すところ今週来週で9クラブ。当クラブの

副幹事の皆さんにも数多く同行していただきまして、もう少し

ですので最後まで事故なく終わりますように乗り切っていた

だければと思います。それが終わりましたら、渕田実行委員

長のもと、地区大会の打ち合わせを進めています。委員会

組織などは前回お話がありましたが中身についての話を詰

めていて、10月の第一回の実行委員会に向けての準備を進

めています。また皆様方のご協力をお願いいたします。 

 先週は大分で財団のセミナーがありましてガバナーもそち

らの方に出席されました。週末には熊本第５グループの IM、

日曜日には別府北 RC の５０周年の周年行事に出席される

予定です。 

 

委員会報告 

●Ｓ.Ａ.Ａ委員（玉田光織君） 

 みなさまこんにちは。本日 SAA からお知らせとお願いをい

たします。来月10月からはネクタイ着用です。また、週報に

挟んであります10月の出席調査アンケートを提出してくださ

い。余談ですが私の知人・親戚が茨城県の牛久市・日立市・

水戸市・常陸太田市におります。大変今日はありがとうござ

います。ありがとうございました。 

 

●親睦委員（古財良一君） 

 みなさまこんにちは。2点ご連絡いたします。熊本南ＲＣ後

藤年度ゴルフ愛好会親睦ゴンペのご案内です。10月23日

（金）グランドチャンピオンゴルフクラブにてありますコンペが、

同日に行われる中央RCゴルフコンペにご一緒させていただ

くことになりました。野田ｶﾞﾊﾞﾅｰもご出席されますので是非皆

様ご出席ください。また、観月会の案内です。10月19日（月）

18：30より曲水の宴で有名な漆島さんの代継宮であります。

18：00より日航よりバスも出ます。予定だと半月だそうで、雅

な宴となると思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（永井富士雄君） 

○野田ｶﾞﾊﾞﾅｰ・堀川地区幹事・今村浩昭君・馬場大介君・

古財良一君・園田修司君 

竜ヶ崎 RC の皆様、倉澤ｶﾞﾊﾞﾅｰ、糸賀会長はじめ皆様の

ご来訪心より歓迎いたします。RI2820地区並びに竜ヶ崎

RC様の今後益々の発展を祈願いたします。 

○久我副会長・吉永幹事・古財副幹事・漆島典和君・木村

仁治君 

竜ヶ崎 RCの方々の来訪を歓迎いたします。また、RAC中

川さん・末永さんの卓話を楽しみにしております。 

併せて熊本南 RCへのご来訪を感謝いたします。 

 

○・竜ヶ崎 RC会長 糸賀祥治 様 3X 

本日はお世話になります。宜しくお願いいたします。 

 

○第 2820地区ガバナー・竜ヶ崎 RC 倉沢 修市様 X 

  初めまして。お世話になります。 

 

○馬場大介君・園田修司君 

先日 RACの合同例会に家族で出席しました。加藤清正と

熊本の基盤づくりを学びました。RAC メンバーも暑い中設

営などかなり頑張っていました。本日は熊本南 RACの活

動を卓話の時間を頂いてご報告します。宜しくお願いいた

します。 

 

○藤見泰之君 X 

嬉しいご報告をさせていた

だきます。9月16日に無事

第一子が誕生いたしました。

体重3,190ｇの元気な男の

子です。産後の経過もよく

母子共に健康です。長男

にはお世話になった方々への感謝を込めて［泰至/たい

し］と命名いたしました。今後共親子共々ご指導ご鞭撻を

賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○坂本研一君・北口誠君・塩井泰明君・永井富士雄君・園

田修司君 

藤見会員の長男・泰至君の誕生おめでとうございます。フ

ジミオプティカルの後継者として健やかなご成長をお祈り

してスマイルします。藤見会員より喜びのスマイルをいた

だきました。 

 

○杉光定則君 

  昨日（9/27）夕刻、背中側左の腎臓部位が急激に痛みだ

し、ひょっとして腎臓結石か尿管結石ではないかと思い汗

を流しながら地域医療センターに駆け込みました。結果、

疲労蓄積による筋肉痛炎でした。大事に至らず安心しまし

た。今後健康に気をつけるためスマイルします。 

 

○塩井泰明君 

 ワールドカップラグビー南アフリカ戦の勝利に感激しました。

スコットランド戦には負けましたが次は勝ってくれると思い
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ます。10月3日もホテル日航で応援したいと思っていま

す！！ガンバレ！！ 

 

 

●熊本南 RAC卓話（木村仁治君） 

「熊本南 RAC活動報告」について 

 

 
中川 友美 様                

 

末永 淳悟 様 

 

※別紙参照 

 

 

会員数１１名（法人

会員８名、個人会

員３名）で活動。 

個性豊かなメンバ

ーで和気藹々とし

たクラブです！ 

 

 

 

 

４ 月 第 一 例 会  

江津湖清掃活動 

（社会奉仕委員会 

担当） 

 

 

 

 

９月第二例会 清正公と熊本城 （専門知識委員会 担当） 

◆10/5 第11回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

ロータリーの用語（１） 

 いつも私のつたないロータリー情報を読んで頂きありがとう

ございます。よほど心配になられたのか 8月 24日の例会時

に寿崎パストガバナーから２０１５－２０１６年度ロータリー関

連資料という小冊子を頂きました。「この中の用語の解説を

記すだけでも会員の勉強になりますし、しばらくは何を書こう

か悩む必要もなくなりますよ。」というお言葉に天の声を頂い

た様な気になりいま原稿を書いているところです。ということ

で、しばらくはロータリーの用語について掲載させて頂きま

す。（あいうえお順） 

ＲＩ国際大会（ＲＩ Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ） すべてのロータリアンとそ

のゲストに開かれている年次国際会合。 

ＲＩテーマ（ＲＩ ｔｈｅｍｅ） ＲＩ会長から、毎年、発表されるロー

タリーのメッセージ。当該年度のロータリーのプログラムの遂

行において、最大の重要性を持ち、使用すべき唯一のテー

マ。 

ＲＩのロータリー財団（Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｏｆ ＲＩ）  

１９１７年に基金として発足。１９２８年国際大会でロータリー

財団と名付けられ、１９３１年に信託組織となり、１９８３年に非

営利財団法人。財団の法人設立定款と細則に従って、ロー

タリー財団管理委員会が慈善的、教育的目的のためにのみ

運営する。その使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、

教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理

解、親善、平和を達成できるようにすることである。 

インターアクト（Ｉｎｔｅｒａｃｔ） 学校や地域社会での課題に取り

組むため結束する１２～１８歳の青少年のためのクラブ。奉

仕活動を行い、リーダーシップのスキルを身につけ、新しい

友人をつくる。 

インターシティーミーティング（Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ＝ＩＭ） 

都市連合のこと。都市間の、あるいは都市内の多くのロータ

リアンが一堂に会し、ロータリー情報を学び、親睦も図る会

合。日本では、１つあるいは複数の分区やグループ単位で

開催されることが多い。 

 

 


