第１４回例会記録（通算第 2664 回）
平成 27（2015）年１１月９日
11/3（ 祝 ） 熊 本 南 RC 杯 「 第 3 回 熊 本 県 水 球 競 技 大 会 」 in ア ク ア ド ー ム

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」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

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

4.2015-2016 地区大会について

来訪者紹介

＠ホテル日航熊本「阿蘇」

（地区大会実行委員会）

ございません

○東南 RC～姉妹クラブ歓迎例会のため日程場所変更
会長報告（後藤

博君）

皆さま、こんにちは。本日、林田公治様が入会され
ました。後ほど自己紹介をお願いいたします。
さて、先週11/3（祝）に熊本南ロータリークラブ杯

[変更前] 11月18日（水）１2：30～
[変更後] 11月17日（火）18：30～
[場

所] 瑞恵

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

「第3回 熊本県水球競技大会」がアクアドームにて開

[変更前] 11月18日（水）１2：30～

催されました。今回はジュニアチーム、女子チームの

[変更後] 11月28日（土）17：00～

参加がございました。女子は男子と比べますとスピー

[場

ドの差こそあるものの同じルールの中、果敢に高校生

○りんどう RC～職場訪問のため場所変更

の男子チームに挑んでおりました。残念ながら熊本に

[変更前] 11月19日（木）１2：30～

女子チームは一つだけのため試合の機会が中々なく、

[変更後] 11月28日（土）17：00～

今回大変喜んで参加されたようです。この大会は今回

[場

で3回目となるわけですが、単に水球を応援するのでは

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

なく、水球をやっている子供たちを応援するというス

[日

程] 11月26日（木）１9：00～

タンスは変わらず行っていきたいと思います。

[場

所] 未定

例会変更のお知らせ

幹事報告（吉永彰一君）

○西 RC～熊本第4グループ IM 振替のため日程場所変更

1.熊本中央 RC より「第7回チャリティゴルフコンペ参

[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
熊本南 RC 事務局：〒860-8536

所] 益城町総合体育館

所] 益城町総合体育館

加の御礼並びに御報告」が届いております。
2.例会終了後「臨時理事会」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。

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

◆臨時理事会報告（後藤

博君）

・12/7（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。
⇒承認されました。
・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。
⇒承認されました。
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

４２名

77.77％

８７.０３％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

[ 結婚祝 ]

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

◆新入会員自己紹介 1 回目（林田公治君）

[ 誕生祝 ]
●青少年奉仕委員会（倉崎保広君）
氏名：林田公治君
生年月日：昭和48年4月27日
勤務先：株式会社第一ビルサービス
推薦者：倉崎保広君・後藤

博君

委員会報告

11/3（祝）第3回 熊本県水球競技大会が開催されまし

●親睦活動委員会（阪田英治君）

た。皆さまのおかげで無事終了いたしました。この事
業は第4回、5回と続けていきたいと思いますので、今
後もどうぞよろしくお願い申し上げます。結果ですが、
優勝は国府高校、準優勝がジュニアのクラブチーム、
3位が熊本学園大付属高校でした。また、女子チーム
も5位と大変健闘されました。ご協力ありがとうござ

[ 誕生祝 ]

いました。

[ 結婚祝 ]

山本博史君

11.3

藤見泰之君

11.1

田代文明君

11.3

田代文明君

11.5

向臺行雄君

11.7

木村弘訓君

11.9

松本嘉七君

11.24

渕田俊郎君

11.10

塩井泰明君

11.30

北口

誠君

11.15

馬場大介君

11.15

玉田光識君

11.15

坂本幸樹君

11.22
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●スマイルボックス（永井富士雄君）

●会員卓話（木村仁治君）

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君

「ロータリー財団について」

坂本幸樹君・木村仁治君
新入会員 林田公治様の入会を歓迎いたします。また、
本日の卓話 ロータリー財団の活動について、原

裕

一会員の卓話を楽しみにしています。加えて、11/3の
水球大会へご協力いただいた皆さまありがとうござ
いました。まとめてスマイルさせていただきます。
○野田三郎君・久峨章義君・野口泰則君・堀川貴史君
今村浩昭君・永井富士雄君・原

裕一君・藤見泰之君

2013-14年度 第2720地区ガバナーの赤山武興様が秋
の叙勲で瑞宝単光章を受賞されました。お祝いのスマ
イルをいたします。
○倉崎保広君・原

裕一君・藤見泰之君・井上雅文君

皆さまのおかげで水球大会が無事終了しました。あり
がとうございました。また、新入会員の林田公治君、
入会おめでとうございます。一緒に頑張りましょう。
○寿崎 肇君
先日の水球大会に出席し若さをたくさんいただき、あ
りがとうございました。10月31日には全国の平成ロー
タリークラブの姉妹 RC 合同例会が行なわれ、出席さ
せていただきました。仙台平成、加古川平成、中津平
成、熊本平成の4RC でした。仙台平成 RC の方々の元気
なお話など伺い少し安心いたしました。
○北口 誠君
来週11月16日、例会終了後に熊本地方裁判所にて実際
の裁判見学を行ないます。現在のところ15名の参加予
定をいただいております。当日は14：30に裁判所玄関
ロビー付近の集合となります。ご不明な点がございま
したら私にご連絡ください。よろしくお願いいたしま
す。
○三角雄介君
先日、代継宮様にて娘の七五三の神事を漆島会員に執
り行っていただきました。おかげさまでそれ以来、娘
の聞き分けも良くなった気がします。漆島会員のおか
げで娘も一安心です。ありがとうございました。
○工藤青史君
本日もまたちょっと早めに失礼いたします。決してロ
ータリークラブが嫌いな訳ではございません。大変申
し訳ありません。
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原 裕一君

国際ロータリー（Ｒｏｔａｒｙ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ

ｏｎａｌ＝ＲＩ）
全世界のロータリークラブのネットワーク。

【例会予定】
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18日（水）16：00～
◆11/16 第 15 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

場所：国府高校「大会議室」

ロータリーの用語（4）

内容：未定

クラブ・リーダーシップ・プラン（Ｃｌｕｂ
ｄｅｒｓｈｉｐ

Ｌｅａ

Ｐｌａｎ）

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生

元気なクラブづくりのため、ロータリークラブのため

徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

に推奨されている管理的枠組み。効果的なクラブのベ
ストプラクティスに基づき、クラブが各奉仕部門の目

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。

標を達成するための能力を高めることを目的とする。
プランの採用はクラブに奨励されるが義務付けられ

◆11/3 熊本南 RC 杯 「第 3 回 熊本県水球競技大会」

てはいない。

＠アクアドーム

国際協議会（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ａｓｓ

ｍｂｌｙ）
2 月 15 日より前に開催され、ガバナーエレクトが運営
上の責務、モチベーションと意欲の与え方を学ぶのが
目的。招集者は国際ロータリー会長と会長エレクト。
国際大会（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。国際大会の主たる目的は、国際レベル
において、ロータリアンを鼓舞し、かつ、啓発するこ
とである。
国際奉仕（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｓｅｒｖｉ

ｃｅ）
国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さ
らには、他国の人々を助けることを目的としたクラブ
のあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通
じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問
題に対する認識を培い、国際理解、親善、平和を推進
するために、会員が行う活動から成る。
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