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10/25（日）ポリオ撲滅募金活動に参加の皆さん、お疲れさまでした！  

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 11月10日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月3日（火・祝）16：00～ 

[場  所] 寺田邸 

○水前寺公園 RC～清掃朝食例会のため日程場所変更 

[変更前] 11月11日（水）１2：30～ 

[変更後] 11月15日（日）9：00～ 

[場  所] 江津湖 

○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～ 

○西 RC～熊本第4グループ IM 振替のため日程場所変更 

[変更前] 11月17日（火）１2：30～ 

[変更後] 11月14日（土）18：00～ 

[場  所] パレア 

○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 

 

 

 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。先日10/19（月）観月会が漆島典

和会員の代継宮にて開催されました。親睦活動委員会

の古財委員長はじめ、準備からご参加の皆さん大変お

疲れさまでした。10/23（金）は熊本中央 RC の「チャ

リティコンペ」が開催され、こちらは34組、約120名の

参加がございました。団体戦では当クラブが3連勝いた

しました。参加された皆さん、お疲れさまでした。ま

た、昨日10/25（日）下通りにて、熊本南 RAC・国府高

校 IAC 会員と共にポリオ撲滅募金活動を行いました。

こちらで集まった募金は R 財団へ寄付、ポリオ撲滅の

ために活用されます。こちらにご参加の皆さん、ご協

力いただいた皆さん、ありがとうございました。 

さて、10/19（月）定例理事会がございましたのでご

報告いたします。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。尚、ともに決算も承認されており

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.月間テーマ卓話 原 裕一君 

        （ロータリー財団委員長） 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

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 

１２/７ 年次総会・年忘れ家族会 

      ＠ホテル日航熊本「阿蘇」 

 

第１３回例会記録（通算第 2663 回）  

平成 27（2015）年１０月２６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 

石澤俊明様（株式会社ナンバーワン） 

小畑成司様（熊本東南 RC） 
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○菊南 RC～親睦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28日（土）17：00～ 

[場  所] 益城町総合体育館 

○りんどう RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 11月26日（水）１9：00～ 

[場  所] 未定 

 

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 ３９名 73.58％   ８５.１８％ 

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） 

 

幹事報告（吉永彰一君） 

1.ヒロ・デザイン専門学校より「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」実施及びご

挨拶のお礼が届いております。 

2.本日19：00より（食事18：30～）第2回クラブ協議会

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。  

3.次回（11/2）例会は「定款に基づき休会」です。ご注

意ください。※後日事務局より全会員に通知します。  

 

委員会報告 

●青少年奉仕委員会（倉崎保広君） 

  

 

 

 

 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。皆さま方には準備等のご協

力をお願いしておりますが、特に朝と夕方ご参加いた

だける方は是非よろしくお願いいたします。また、プ

ールサイドでは濡れますので、室内用のスリッパ等を

ご準備の上お越しください。 

 

●親睦活動委員会（西川尚希君） 

  

  

 

 

 10/19（月）観月会は多数の方にご参加いただきまし

た。場所の提供をしていただいた漆島会員、畳の提供

をしていただいた倉崎会員はじめ、コンロの準備や設

営にご協力いただきました皆さま、ありがとうござい

ました。お陰さまで大変楽しい観月会となりました。

今後も古財委員長とともに協力して頑張ってまいり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●RAC 委員会（馬場大介君） 

  

 

 

 

 昨日10/25のポリオ撲滅募金活動にご参加いただきま

した皆さま、大変お疲れさまでした。集まった募金は

28,996円となりました。また、追加で募金をされたい

方は是非例会後にお持ちください。それを以て締め切

りたいと思います。ご協力ありがとうございました。 

  

●R 財団委員会（原 裕一君） 

  

 

 

 

ポリオ撲滅募金活動にご参加いただきました皆さま、

ご協力ありがとうございました。今回の活動は10/24

世界ポリオデーに合わせて開催いたしましたが、

RAC・IAC と共に大変有意義な活動となりました。また

11月は R 財団月間です。R 財団委員会では11/9に卓話

を予定しております。ポリオに関する分かりやすい情

報の提供を企画しております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回の募金総額は33,000円となりました。ご協力あ

りがとうございました。 

 

◆地区幹事報告（堀川貴史君） 

  

 

 

 

 皆さん、こんにちは。地区関係の報告です。先程もお

話がございましたが、野田ガバナーは昨日のポリオ撲

滅募金活動に参加、その後熊本北 RAC の 35 周年記念

式典に参加いただいております。前後いたしますが、
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10/23 熊本中央 RC のチャリティコンペ及び、翌土曜日

の大分第 4 グループ IM にもご参加いただきました。

明日は地区大会実行委員会、土曜日は熊本第 1 グルー

プの IM、日曜日が第 2760 地区の地区大会に参加いた

だく予定です。公式訪問は終了いたしましたが、まだ

まだ多忙な状況が続きますので、今後も皆さま方のご

支援をよろしくお願いいたします。また、本日お見え

の熊本東南 RC 小畑成司会員には地区大会や国際大会

に関する手配等で大変お世話になります。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

●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・木村仁治君 

 株式会社ナンバーワン 石澤俊明様のご来訪及び卓話

に対し、感謝歓迎いたします。前回は阿蘇山の噴火で

延期になり今回もビクビクしていましたが、無事お迎

えでき安心しております。また、熊本中央 RC 主催の

チャリティコンペでは熊本南 RCが団体3連覇の偉業を

達成しました。加えて週末には RAC・IAC の協力の下、

ポリオ撲滅募金活動が実施されました。関係者の皆さ

んお疲れさまでした。まとめてスマイルいたします。 

○井上雄一朗君・永井富士雄君 

 当クラブへの来訪者 熊本東南 RCの小畑様を歓迎いた

します。 

○堀川貴史君 

 先日は熊本南 RC・熊本南 RAC・国府高校 IACの皆さま、

ポリオ撲滅募金活動大変お疲れさまでした。青少年と

ともに活動する皆さまを拝見させていただき、とても

感動しました。 

○高宮 宏君・坂本研一君・北口 誠君 

 まず、熊本中央 RC 主催のゴルフコンペで団体戦は3連

覇でした。参加された皆さま元気良し、仲良し、成績

まぁまぁの楽しさでした。次に本日の熊日新聞2面に、

杉光会員の娘さんの記事が出ていました。資生堂でク

リームを開発されたとのこと。キャリアウーマンの見

本ですね。 

○馬場大介君・原 裕一君・藤見泰之君 

 昨日10/25に下通り新天街にてポリオ撲滅募金活動を

熊本南 RAC 主催の下、熊本南 RC・国府高校 IAC の協力

を得て行いました。ご協力いただきました会長・副会

長・幹事、並びに多数の会員の皆さま、この場を借り

てお礼申し上げます。また、集まった募金は間違いな

くロータリー財団へお渡しいたします。また、残念な

がら募金できなかった方々もまだ間に合いますので

よろしくお願いいたします。 

 

 

○古財良一君・漆島典和君 

 無事観月会が終わりました。月夜の代継宮は素晴らし

かったと思います。本当に皆さまに感謝します。親睦

活動委員の方々のご協力ありがとうございました。 

○永井富士雄君 

 明日、満65歳の誕生日を迎えます。高齢者の仲間入り

です。数え年の66歳は禄寿と言うそうですが、その記

念としてメガネを作りました。藤見会員には親切・丁

寧な検眼と、立派なメガネを作っていただきました。

感謝申し上げスマイルします。 

○寿崎 肇君 

 米国小売業視察ゼミが1週間勉強し23日無事帰国、翌

24日には大分での IM に出席いたしました。野田ガバ

ナーアドレスは勉強になりました。また、講師の岸谷

美穂先生のお話は素晴らしかったです。「ものの答え

は一つではない」と最後におっしゃった言葉が印象的

でした。ロータリアンとして色々勉強ができることに

感謝しスマイルいたします。 

○杉光定則君 

 本日（10/26）熊日新聞朝刊に次女の則子が取材を受

け掲載されました。親としては何となく面輪ゆいです

が、本人が頑張ってくれていることが幸せです。あり

がとうございます。 

○吉本栄一君 

 本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○三角雄介君 

 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） 

 「情報セキュリティーW プロテクション」について 

石澤俊明様（株式会社ナンバーワン） 
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◆11/9 第14回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

 今月はロータリー財団月間となっておりますので、ロ

ータリーの用語はお休みして財団のプログラムにつ

いて解説します。 

 ロータリー財団は 2013 年より「未来の夢計画」によ

る新しいプログラムに移行しました。 

未来の夢計画（ＦＵＴＵＲＥ ＶＩＳＩＯＮ ＰＬＡ

Ｎ） 

 2017年にロータリー財団が100周年を迎えることを踏

まえ、管理委員会は、財団が奉仕の 2 世紀目に実行す

るための計画を立案しました。この計画は、財団を通

じて、さらに持続が可能で目に見える成果を世界中に

もたらしたいというロータリアンの願いと関心を反

映したものです。簡素化され、柔軟性を備えた新しい

モデルでは、各種手続きをオンラインで行うことがで

きます。未来の夢計画は以下を目的とします。 

 

・財団の使命に沿って、プログラムと運営を簡素化する

こと。 

・ロータリアンが関心を寄せている世界の優先的ニーズ

に取り組むことによって、最大の  

成果が期待できるロータリアンの奉仕活動に焦点を

絞ること。 

・世界的目標と地元の目標の両方を果たすための資金を

提供すること。 

・意思決定権をさらに地区に移行することによって、地

区レベルとクラブレベルで、ロー 

タリ－財団が自分たちのものであるという自覚を高

めること。 

・ロータリー財団の活動に対する理解を深め、ロータリ

ーの公共イメージを高めること。 

 

◆10/23（金）後藤年度 ゴルフ愛好会親睦コンペ＠ 

「第 7 回 熊本中央 RC チャリティコンペ」 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


