第１５回例会記録（通算第 2665 回）
平成 27（2015）年１１月１６日
夫人の会の皆さま、ご来訪ありがとうございました！

斉唱 国家 君が代

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

ロータリーソング 「われらの生業」

１２/７ 年次総会・年忘れ家族会
＠ホテル日航熊本「阿蘇」
１/６ 熊本市域 RC 新春合同例会

4.ビジネス例会卓話 古川尚徳君

来訪者紹介

＠ホテルニューオータニ
１/１２ 新年会＠新茶家

早川 貴士様（RKK メディアプランニング）
牛嶋 正弘様（熊本ロータリークラブ）
山田 哲大様（

〃

）

野田 珠実様（夫人の会）
松本扶充子様（

〃

）

堀川 光江様（

〃

）

丸山 美里様（

〃

）

杉光 啓子様（

〃

）

た。このセミナーは若い会員向けの内容となりますが、
その中で漆島典和会長エレクトと坂本研一会員がディ
スカッションリーダーをされました。様々な意見が出
ていたようです。それらをクラブに持ち帰り、今後色々
なことに活用されると、より確かなものになっていく
と感じました。

会長報告（後藤

博君）

皆さま、こんにちは。まず、先週行われました臨時
理事会のご報告です。
①12/7（月）年忘れ家族会について（親睦活動委員会）
18：30～例会・年次総会、19：00～家族会。親睦活動
委員会予算より220,000円支出予定。⇒承認されまし

幹事報告（吉永彰一君）
1.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。
2.次回（11/23）例会は祝日のため休会です。ご注意く
ださい。

た。
②タイ・プロジェクトについて（世界社会奉仕委員会）
2016年2月18日（木）～23日（火）実施予定。世界社会
奉仕委員会予算より食糧（米）支援200,000円・日本語
教育支援100,000円の合計300,000円支出予定。また、1
口10,000円の寄付金を募る。（寮の運営費に割当）
⇒承認されました。
さて、11/14（土）熊本第4グループの IM が開催され

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

４０名

71.42％

８６.７９％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

ました。当クラブからは20名のご参加をいただきまし
た。

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

◆定例理事会報告（後藤

博君）

終止符を打ち、食い止める方法を見つけることが目標

・ロータリー財団への寄付について（R 財団委員会）
1口100ドルの寄付を募る

です。私たちは暴力で暴力に立ち向かうことはできま

⇒承認されました。

せん。教育・理解・平和という武器をもって戦う時、
真に「世界へのプレゼント」になれると結んでおられ

例会変更のお知らせ

ます。11月はロータリー財団月間です。補助金のさま

○りんどう RC～清掃活動のため場所変更

ざまな活用例が P7～11まで紹介されています。続いて

[日

程] 12月3日（木）１3：00～

P12～13はポリオ撲滅へのロータリーの軌跡、99.9％

[場

所] 益城町役場周辺

制圧の現況報告が掲載されています。経緯と成果、な

○西稜 RC～親睦会例会に変更

ぜ専門家集団ではないロータリーがポリオだったの

[日

かなど紹介されています。P22～23は2016年ソウル国

程] 12月14日（月）１8：30～

○東 RC～親睦会のため時間変更

際大会での5つの特典、盛りだくさんの内容が示され

[変更前] 12月15日（火）１2：30～

ています。特に史上初の地区大会も同時開催されます。

[変更後] 12月15日（火）１8：00～

P26～27、よねやまだよりでは「日本とバングラディ

○東南 RC～親睦会のため時間変更

シュを芸術で結ぶ」とのタイトルで、学友でダッカ大

[変更前] 12月16日（水）１2：30～

学准教授モハメド・イクバル氏と、世話役の樋口四郎

[変更後] 12月16日（水）１8：30～

氏の出会いから友情が深まっていった心温まるお話

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更

が紹介されています。縦書きから2つ。まず、友愛の

[変更前] 12月17日（木）１3：00～

広場より、P15「20円でできるロータリーの広報」と

[変更後] 12月17日（木）１9：00～

して、クラブでオリジナルのフレーム切手を作成、1

[場

枚20円と安価で長く続けられ、かつ一人一人でできる

所] 未定

○城東 RC～親睦会のため時間変更

と紹介されています。ロータリーが個人奉仕であるこ

[変更前] 12月21日（月）１2：30～

とを実践することにより、クラブ奉仕活動となると結

[変更後] 12月21日（月）１8：30～

んであります。最後は我が熊本南 RC の記事です。ロ

○りんどう RC～昼例会に時間変更

ータリーアットワークのコーナー、P27に「台北から

[変更前] 12月24日（木）１9：00～

の交換留学生の受け入れを終えて」として、姉妹クラ

[変更後] 12月24日（木）１3：00～

ブの西川尚希委員長が投稿されました。初日は子供た

○りんどう RC～定款に基づき休会

ちとの交流がうまくいかなかったが、ホストファミリ

[日

ーの報告を受け予定を変更、臨機応変な対応で見事に

程] 12月31日（木）１3：00～

○りんどう RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

交流が深まったとのこと、大成功の交換留学でした。

[変更前] 1月7日（木）１3：00～

世話役の西川委員長、受け入れ会員家族の皆さま、本

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

当にお世話になりました。また、ご苦労さまでした。

[場

所] ホテルニューオータニ

○りんどう RC～場所変更

●スマイルボックス（永井富士雄君）

[日

程] 1月28日（木）１9：00～

○野田珠実様・松本扶充子様・堀川光江様・丸山美里様

[場

所] 未定

杉光啓子様（夫人の会）
本日はお招きいただき、ありがとうございます。地区

委員会報告

大会の成功をお祈りしております。

●雑誌委員会（丸山浩之君）

○後藤

博君・吉永彰一君・漆島典和君・坂本幸樹君

木村仁治君
地区大会に向けて、夫人の会の皆さま及び、RKK プラ
ンニングの早川貴士様にご来訪いただき、ありがとう
ございます。心より歓迎申し上げます。11/14熊本第4
グループのインターシティーミーティングが開催さ
横書き P3、RI 会長メッセージより。昨今、世界中で

れました。開催に向けた準備・運営等、関係者の皆様

テロや紛争が起きている中「平和をもって暴力と戦

お疲れさまでした。また、熊本 RC の牛嶋様、山田様

う」とのテーマで提言されています。ロータリー平和

のご来訪も歓迎し、併せてスマイルいたします。

フェローシップによる活動は、財団の支援を通じて紛
争予防、解決のエキスパートとなっています。争いに
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○高宮 宏君
まず、本日のご夫人方のご来訪を心より歓迎いたしま
す。また、本日配布の「ロータリーの友」縦書きの27
ページに我々のクラブ、西川会員の投稿記事が出てい
ます。投稿ありがとうございました。水球大会、ポリ
オプラス募金の記事も投稿をよろしくお願いします。
○堀川貴史君
本日お越しいただきました、夫人の会の皆さまを歓迎
しスマイルいたします。
○永井富士雄君・馬場大介君・原
藤見泰之君・北口

裕一君・丸山浩之君

誠君

スマイル委員会より、本日ご出席いただきました夫人
の会の皆さまを歓迎しスマイルいたします。
○杉光定則君
本日、夫人の会に妻が初参加。よろしくお願いします。
●会員卓話（木村仁治君）
「地区大会について」
地区大会実行委員会（高宮

宏君・堀川貴史君）

◆11/30 第 16 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
ロータリーの用語（５）
社会奉仕（Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）

クラブの所在地域または行政区域内に住む人々の生
活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会
員が行うさまざまな取り組みから成る。
職業奉仕（Ｖｏｃａｔｉｏｎａｌ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）

職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、
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品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという

◆11/16 第 1 回 職場訪問＠熊本地方裁判所

認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を
実践していくという目的を持つもの。会員はロータリ
ーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う。
人頭分担金（ｐｅｒ

ｃａｐｉｔａ

ｄｕｅｓ）

各クラブが、ＲＩに対して半年ごと（７月１日および
１月１日）にクラブ正会員総数に応じて支払う会費。
青少年奉仕（Ｙｏｕｔｈ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）

青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェク
トへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換
プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、
好ましい変化がもたらされることを認識するもの。
世界でよいことをしよう（Ｄｏｉｎｇ
ｎ

Ｇｏｏｄ ｉ

ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ）

ロータリー財団の標語。
◆ロータリー国際大会ニュース
【例会予定】
12/7 年次総会・年忘れ家族会
12/14 外部卓話 永田壮一様（東熊本病院長）
12/21 ビジネス卓話 向臺行雄君
12/28 定款に基づき休会
【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：12月3日（木）20：00～
場所：大和ハウス工業

2016 国際ロータリーソウル大会

内容：環境
日時：12月17日（木）20：00～

［日

程］2016年5月28日（土）～6月1日（水）

［会

場］京畿道 高陽市 キンテックス（KINTEX/韓国
国際展場）

場所：西部ガス

［テーマ］Connect with Korea-Touch the World (ロー

内容：クラブ奉仕

タリーの感動、世界を韓国へ)

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

全世界120万ロータリアンのフェスティバル、ロータ

日時：12月2日（水）16：00～

リー100年の歴史と伝統がそのまま感じられる「ロー

場所：国府高校「大会議室」

タリー国際大会」が2016年、コリアで開催されます。

内容：未定

一年に一度、各国で順番に開催されるロータリー国際
大会は、「超我の奉仕」のロータリーの価値を元に、

日時：12月16日（水）16：00～

世界各地で行われた奉仕活動の成果を認め、親交と友

場所：国府高校「大会議室」

情を深め、世界的な名講演や芸術公演などを通じて、

内容：未定

ロータリー精神と知識を共有できる素晴らしい交流
と親善の広場といえます。2016国際ロータリーソウル

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生

大会」は、1989年度に続いて二回目に韓国で開かれる

徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

大会であります。今度の大会では国際社会の中で高く
なっている韓国ロータリーの位相と深く根付いてい

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。

る奉仕文化をはじめ、世界に誇るべき韓国の IT 産業
の真面目をお見せするなど、韓国の伝統と現代の様子
すべてを紹介することになります。
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