
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 

 

 

 

 

 

10/19（月）観月会＠代継宮より。皆さま楽しんでいただけましたか？  

幹事報告（吉永彰一君） 

1.熊本県ロータリー奨学会より「熊本県ロータリー奨

学会会合に出席時のメークアップ扱いについて（お

願い）」が届いております。 

2.竜ヶ崎 RCより、訪問のお礼と写真が届いております。 

3.例会終了後、定例理事会を開催いたします。関係各

位はご参加をお願いいたします。 

4.13：40～熊日倶楽部にて、歴代会長会を開催いたし

ます。関係各位はご参加をお願いいたします。 

  

例会変更のお知らせ 

○菊南 RC～夜例会のため時間場所変更 

[変更前] 10月28日（水）１2：30～ 

[変更後] 10月28日（水）時間未定 

[場  所] 未定 

○水前寺公園 RC～観月会のため場所変更 

[日  程] 10月28日（水）１8：30～ 

[場  所] 未定 

○熊本北 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 11月12日（水）１2：30～ 

[変更後] 11月9日（月）18：30～ 

 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。10/5 臨時理事会を開催しまし

た。決定事項をご報告いたします。1.観月会の予算に

ついて⇒承認されました。2.11/14（土）熊本第 4 グル

ープ IM について⇒全会員の登録、登録料（500 円）は

クラブ負担とすることが承認されました。（懇親会は

自己負担）尚、3 年未満の会員は必ずご参加ください。

3．馬場 啓会員の退会について⇒9/30 付の退会が承認

されました。4.RAC ポリオ募金活動について⇒10/25

（日）開催が承認されました。（予算も承認）5.鬼怒

川水害義援金について⇒全会員 1,000 円の寄付が承認

されました。尚、後日請求となりますのでよろしくお

願いいたします。 

 

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 

５９名 ３８名 70.37％   ８５.９６％ 

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） 

 

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 石澤俊明様 

        （株式会社アークン） 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１１/３  第 3 回 熊本県水球競技大会 

＠アクアドーム 

１１/１０ 市域 RC 会長・幹事会＠新茶家 

１１/２１-２２ RAC 第 31 回年次大会 

      ＠別府国際ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

 

第１２回例会記録（通算第 2662 回）  

平成 27（2015）年１０月１９日 

    

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 

蟻田 功様（熊本東 RC名誉会員） 
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○熊本東南 RC～姉妹クラブ歓迎例会のため日程場所変更 

[変更前] 11月18日（水）１2：30～ 

[変更後] 11月17日（火）18：30～ 

[場  所] 瑞恵 

 

◆臨時理事会報告（後藤 博君） 

①8/1-6短期青少年交換留学事業について 

⇒西川姉妹クラブ委員長より収支の報告 

②8/3暑気払い＆新入会員歓迎会について 

⇒古財親睦活動委員長より収支の報告 

 

◆野田三郎ガバナー報告 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。公式訪問が完了しましたのでご

報告申し上げます。ガバナー公式訪問は7/6熊本南ロ

ータリークラブからスタートし、10/8の玉名・玉名中

央 RC をもって終了しました。今回、単独クラブ・2ク

ラブ合同・また、3クラブ合同の3パターンで訪問させ

ていただきました。単独訪問が45クラブ、2クラブ合

同が10回、3クラブ合同が3回の合計58回の訪問となり

ました。公式訪問の際には、例会前に会長幹事会の時

間を頂戴し、各クラブの現況等のお話をさせていただ

きました。また、例会終了後に交流会を設けていただ

きました。その中で皆さまから色々なご意見等があり、

大変勉強になりました。訪問には堀川地区幹事はじめ、

地区副幹事の皆さま、ガバナー補佐の皆さまに毎回ご

同行いただき、ありがとうございました。また、熊本

南 RC の皆さま方にも大変お世話になりました。 

 

◆地区大会実行委員幹事報告（高宮 宏君） 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。今回、地区大会実行委員幹事を

仰せつかっております。野田ガバナーより報告がござ

いましたとおりガバナー公式訪問が終了し、いよいよ

地区大会の準備に入っております。10/27（火）18：

30～パレアにて地区大会実行委員会を開催いたしま

す。関係各位は是非ご出席いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 

 

委員会報告 

●青少年奉仕委員会（倉崎保広君） 

  

 

  

 

 10/17（土）熊本市現代美術館にて「第12回 田山淳朗

賞 高校生ファッション画コンテスト in 九州・沖縄」

の表彰式が開催されましたのでご報告申し上げます。

詳細は本日の熊日新聞13面に掲載されておりますの

で是非ご覧ください。また、ご案内しておりますとお

り、11/3（祝）アクアドームにて「第3回 熊本県水球

競技大会」を開催いたします。皆さまのご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

 

●RAC 委員会（馬場大介君） 

  

  

 

 

 後藤会長からもお話がございましたが、10/24は世界

的なポリオデーです。それに合わせ、RAC 委員会では

IAC の協力を得て、10/25（日）11：00～下通入口にて

ポリオ撲滅募金活動を行ないます。集まった募金は R

財団に寄付し、ポリオ撲滅のために使っていただくこ

ととなります。当日ご都合のつかれる方は是非ご参加

ください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

●雑誌委員会（丸山浩之君） 

  

 

 

 

まず、横書きの P.7～12「ロータリーは例会から」よ

り、ご承知のとおりロータリークラブの基本は例会と

言われています。1週間に一度皆さんとお会いすると

いうこの素晴らしい仕組みが会員同士の親近感につ

ながり、色々な活動が活発になっているのではないか

と思います。ここでは日本の各 RC の例会が紹介され

ています。それぞれのスタイルがありますので、参考

までに是非ご一読いただければと思います。続いて

P.13～17特集よねやま親善大使座談会「もっと身近な

米山を目指して」より、特にご紹介したい記事が P.17

の R 米山記念奨学会地区別寄付・功労者・奨学生数で

す。我々の第2720地区ですが、残念ながら寄付額は高

くないようです。功労者数も対前年度より-20人とな

っています。これは当クラブだけでなく、地区として

考えなくてはいけない課題だと思います。米山奨学会
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委員会でもこれを踏まえての何らかの活動が必要か

もしれません。次に P.24～33ソウル-魂を求めて-より、

今年度の国際大会が2016年5月28日～6月1日の予定で

開催されます。お隣の国でもありますし、野田ガバナ

ー年度最後の大きなイベントです。できるだけ多くの

方と参加し、大会を盛り上げられたらと思います。

P.38～ロータリーデーより、八代 RC の「健康家族」

をテーマにした活動記事が出ています。ポリオ撲滅の

ための募金活動ならびに骨髄バンクへのドナー登録

協力への呼びかけが行われたようです。次に P.43「公

共イメージ向上作戦」より、2006年と2010年に世界6

カ国においてロータリアンでない人たちを対象に行

われた「公共イメージ調査」の結果、ロータリアンが

思うほど、地域社会における「ロータリー」の認知度

が高くないことが判明したとのことです。そこで認知

度向上のため、国内34地区の約2300RC は奉仕プロジェ

クト、即ち「役に立つ・ためになる」活動を地域社会

に知らせるための媒体として、新聞・テレビ・SNS を

通じ広報活動を展開されています。P.44「ロータリー

の6つの重点分野」について、今年度よりロータリー

の特別月間に「ロータリーの6つの重点分野」が新設

されました。「平和と紛争予防/紛争解決」「疾病予防

と治療」「水と衛生」「母子の健康」「基本的教育と識

字率向上」「経済と地域社会の発展」 

 最後に縦書きの P.23に宇佐 RC の小学校に図書寄贈の

記事、P.24に地区ブライダル少子化対策委員会主催の

婚活パーティーで大分県初の成婚カップルの記事、

P.28に竹田 RC の友情のホタルを送り50周年の記事が

出ています。 

 

●親睦活動委員会（古財良一君） 

 本日18：30～代継宮にて観月会を開催いたします。多

数参加予定となっております。ご協力ありがとうござ

います。また、送迎バスがホテル日航熊本1F ロビーよ

り18：00出発です。ご利用の方は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） 

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君・

古財良一君・坂本幸樹君・木村仁治君 

 蟻田先生、本日は卓話を引き受けていただき、ありが

とうございます。天然痘撲滅のスペシャリスト、第一

人者である先生のお話をしっかりと聞き勉強させて

いただきます。 

○田川憲生君 

 蟻田先生のお元気なご様子を拝見し、とてもうれしく

思います。先生のノーベル賞受賞を今でも期待してい

ます。 

○堀川貴史君 

 東さんの復帰おめでとうございます。リハビリを続け

ながら安全に仕事をしていただきますよう、お願いい

たします。東さんがいてくれての熊本南 RCです。1日

も早い全快の報告をお待ちしています。 

○野口泰則君 

 事務局 東さんが退院復帰されました。おめでとうご

ざいます。後藤会長も一安心ですね。 

○藤見泰之君・永井富士雄君 

 事務局の東さん、復帰おめでとうございます。この頃

秋も深まり体調も崩しやすくなりますので、どうかご

自愛くださいませ。これからもよろしくお願いいたし

ます。 

○向臺行雄君 

 事務局の東さんの職場復帰、とてもうれしく思います。

早くリハビリが終わることを心より祈っております。 

○杉光定則君 

 事務局 東さんの復帰に嬉しく思います。 

○木村弘訓君 

 本日は社用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○鎌田 剛君 

 本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●会員卓話（木村仁治君） 

 「天然痘根絶と人類の進歩」について 

蟻田 功様（熊本東 RC 名誉会員） 
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◆10/26 第13回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

 ロータリーの用語（3） 

規定審議会（Ｃｏｕｎｃｉｌ ｏｎ Ｌｅｇｉｓｌａ

ｔｉｏｎ） 

RI の立法機関。投票権を有する議員は各地区のクラブ

の代表議員から成る。クラブ、地区大会、RIBI（グレ

ートブリテンおよびアイルランド）審議会または大会、

規定審議会、RI 理事会が提出した制定案と決議案を審

議、決定するために 3 年に 1 度開かれる。審議会で採

択された立法案の決定は、全クラブによる再検討を経

た上で実効となる。 

クラブ協議会（ｃｌｕｂ ａｓｓｅｍｂｌｉｅｓ） 

クラブのプロジェクトと活動について協議するため

に開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含む

クラブ会員全員が出席する会合。 

クラブの名称と所在地域（Ｎａｍｅ ａｎｄ Ｌｏｃ

ａｌｉｔｙ） 

クラブはある一定の場所（地域）に結成されなければ

ならず、クラブ定款の中でその所在地域を定めなけれ

ばならない。名称（その全部または一部）はクラブの

所在地域を特定するものなので、不案内な人でも地図

で容易に確認できるような名にすべきとなっている。

E クラブの所在地は全世界、またはクラブ理事会の決

定どおりとする。 

クラブ奉仕（Ｃｌｕｂ Ｓｅｒｖｉｃｅ） 

クラブ奉仕は、クラブの機能を充実させるために、ク

ラブ内で会員がとるべき行動に関わるものである。 

クラブ理事会（ｃｌｕｂ ｂｏａｒｄ ｏｆ ｄｉｌ

ｅｃｔｏｒｓ） 

クラブ細則に従って構成されたクラブの意思決定機

関。 

 

【例会予定】 

11/2  定款に基づき休会 

11/9  月間テーマ卓話 R財団委員会 

11/16 地区大会について 

11/23 祝日のため休会 

11/30 ビジネス卓話 古川尚徳君 

 

【RAC・IACの例会日程について】 

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日） 

日時：11月5日（木）20：00～ 

場所：大和ハウス工業 

内容：国際奉仕 

 

日時：11月19日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：社会奉仕 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

日時：11月4日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：11月18日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

 

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。 

 

◆10/19（月）観月会＠代継宮 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


