第１８回例会記録（通算第 2668 回）
平成 27（2015）年１２月１４日
永田壮一様より、月間テーマ「疾病予防と治療」について卓話いただきました。
卓話

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

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

１/６

熊本市域 RC 新春合同例会
＠ホテルニューオータニ熊本
１/１２ 新年会＠新茶家

4.会員卓話 向臺行雄君

１/３１ 2016-17 地区補助金管理セミナー
＠アスパル富合

永田壮一様（東熊本病院長・熊本城東 RC）
松川勝史様
（熊本第 4G ガバナー補佐・熊本江南 RC）

・地区大会について
⇒大会、交流会ともに「全会員登録」とする。また、3/28（月）

森本康文様

例会を振替とすることが承認されました。
・米軍音楽隊コンサートについて
会長報告（後藤

⇒今年度の開催予定が承認されました。

博君）

皆さま、こんにちは。先週の年次総会例会並びに年忘れ家

・事務局員の冬季賞与について

族会には多くのご家族にもご参加いただき、大変楽しい会と

⇒1.5倍支給にて承認されました。

なりました。ありがとうございました。年次総会にて今村浩

・世界社会奉仕委員会より報告

昭会長ノミニーが決定いたしました。再来年となります。皆

⇒千里殖産㈱様よりタイ・プロジェクトへの寄付金 5 万円を

さま、どうぞよろしくお願いいたします。さて、来週12/21

いただきました。

をもちまして本年の例会は最後となります。次回は1/4例会を
1/6熊本市域 RC 新春合同例会へ振替といたしますので、少し

幹事報告（吉永彰一君）

間がございます。例会終了後でも会員同士の懇親を深めてい

1.ガバナー事務所より「第2720地区 2015-16年度 地区大会」RI
会長代理決定のお知らせが届いております。

ただければと存じます。

2.八代 RC より「創立40周年記念式典」のご案内が届いておりま
定例理事会報告（後藤

博君）

3. 人吉 RAC より「創立40周年記念式典」のご案内が届いておりま

・10/19観月会について
⇒古財親睦活動委員長より収支の報告

す。参加希望の方は事務局までお知らせください。
4.水俣 RC より「第 31 回インターアクト年次大会報告書」が届いて

・11/3水球大会について
⇒倉崎青少年奉仕活動委員長より収支の報告
・1/12 新年会について（親睦活動委員会より）
⇒事業計画書（案）にて承認されました。
・桑原幸雄様の入会について⇒承認されました。
熊本南 RC 事務局：〒860-8536

す。参加希望の方は事務局までお知らせください。

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

おります。
5.第 2720 地区 IAC 委員会より「8/6-9 海外研修報告書」が届いて
おります。
6.12/16（水）所用のため事務局は終日不在いたします。
Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

例会変更のお知らせ

○りんどう RC～定款に基づき休会

○城東 RC～親睦会のため時間変更

[日

[変更前] 12月21日（月）１2：30～

○城東 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

[変更後] 12月21日（月）１8：30～

[変更前] 1月4日（月）１2：30～

○05福祉 RC～親睦会のため時間変更

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

[変更前] 12月22日（火）１2：30～

[場

[変更後] 12月22日（火）１8：00～

○西稜 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

○平成 RC～親睦会のため日程変更

[変更前] 1月4日（月）１8：30～

[変更前] 12月23日（祝）１8：30～

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

[変更後] 12月22日（火）１8：30～

[場

○菊南 RC～定款に基づき休会

○グリーン RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

[日

[変更前] 1月4日（月）１8：30～

程] 12月23日（祝）１2：30～

程] 12月31日（木）１3：00～

所] ホテルニューオータニ熊本

所] ホテルニューオータニ熊本

○北 RC～定款に基づき休会

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

[日

[場

程] 12月24日（木）１2：30～

所] ホテルニューオータニ熊本

○りんどう RC～昼例会に時間変更

○東 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

[変更前] 12月24日（木）１9：00～

[変更前] 1月5日（火）１2：30～

[変更後] 12月24日（木）１3：00～

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

○中央 RC～親睦会のため時間変更

[場

[変更前] 12月25日（金）１2：30～

○西 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

[変更後] 12月25日（金）１8：30～

[変更前] 1月5日（火）１2：30～

○城東 RC～定款に基づき休会

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

[日

[場

程] 12月28日（月）１2：30～

所] ホテルニューオータニ熊本

所] ホテルニューオータニ熊本

○西稜 RC～定款に基づき休会

○05福祉 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

[日

[変更前] 1月5日（火）１2：30～

程] 12月28日（月）１8：30～

○グリーン RC～定款に基づき休会

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

[日

[場

程] 12月28日（月）１8：30～

所] ホテルニューオータニ熊本

○東 RC～定款に基づき休会

○平成 RC～新春合同例会に振替のため場所変更

[日

[日

程] 1月6日（水）１2：30～

○西 RC～定款に基づき休会

[場

所] ホテルニューオータニ熊本

[日

○東南 RC～新春合同例会に振替のため場所変更

程] 12月29日（火）１2：30～
程] 12月29日（火）１2：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会

[日

程] 1月6日（水）１2：30～

[日

[場

所] ホテルニューオータニ熊本

程] 12月29日（火）１2：30～

○江南 RC～定款に基づき休会

○菊南 RC～新春合同例会に振替のため場所変更

[日

[日

程] 1月6日（水）１2：30～

○東南 RC～定款に基づき休会

[場

所] ホテルニューオータニ熊本

[日

○北 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

程] 12月30日（水）１2：30～
程] 12月30日（水）１2：30～

○平成 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1月7日（木）１2：30～

[日

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

程] 12月30日（水）１2：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

[場

[日

○西南 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

程] 12月30日（水）１8：30～

所] ホテルニューオータニ熊本

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

[変更前] 1月7日（木）１2：30～

[変更前] 12月30日（水）１2：30～

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

[変更後] 12月21日（月）１8：30～

[場

[場

○りんどう RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

所] ユウベルホテル 星華楼

所] ホテルニューオータニ熊本

○北 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1月7日（木）１3：00～

[日

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

程] 12月31日（木）１2：30～

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

[場

程] 12月31日（木）１2：30～

2

所] ホテルニューオータニ熊本

○熊本 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

事にしていた母方の祖母が社会保険労務士として女一人で

[変更前] 1月8日（金）１2：30～

40年以上切り盛りしていた社名をそのまま残しております。

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

今後ともよろしくお願いいたします。

[場

所] ホテルニューオータニ熊本

○中央 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

◆新入会員自己紹介 3 回目（林田公治君）

[変更前] 1月8日（金）１8：30～

皆さん、こんにちは。特に趣味と言えるものではないのです

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

が、最近妻と子供と道の駅周辺の散策によく行きます。新鮮

[場

な肉や野菜、果物が豊富にあり、家族にも大変好評です。

所] ホテルニューオータニ熊本

○西南 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 1月14日（木）１8：30～

委員会報告

[変更後] 1月15日（金）１8：30～

●親睦活動委員会（岩野衆次君）

[場

所] ニュースカイホテル「アルシェ」

[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

○城東 RC～職場訪問のため場所変更

三角雄介君

12.7

藤木正幸君

12.2

[日

程] 1月18日（月）１2：30～

井上雄一朗君

12.11

工藤青史君

12.5

[場

所] 医療社団法人 明心会 あおば病院

渕田俊郎君

12.22

水野東洋君

12.13

○りんどう RC～場所変更

告坂和紀君

12.23

向臺行雄君

12.25

[日

程] 1月28日（木）１9：00～

吉永彰一君

12.25

[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

６１名

４０名

71.42％

８２.１４％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

●世界社会奉仕委員会（今村浩昭君）
タイ・プロジェクト実施日程につきまして、2016年2月18日

０名（会員数には含まれません）

（木）～23日（火）に決定しましたのでお知らせ申し上げま
す。このプロジェクトに参加されたい方がいらっしゃいまし

次年度臨時理事会報告（漆島典和君）

たら、今週末までにパスポートのコピーを添えて申込くださ

・SAA の選出について

い。よろしくお願いいたします。

⇒高宮 宏君を推薦、承認されました。

◆地区幹事報告（堀川貴史君）

◆熊本第4G ガバナー補佐ご挨拶（松川勝史様）

皆さま、こんにちは。本日地区大会のご案内を配布しており
ます。メインプログラムであります「ポリオ ダバイ ピライ
エ」の中で“あと少し”ポーズの写真を多数使用させていた
だきたいと思っております。ご協力のほどよろしくお願いい
たします。また、野田ガバナーの予定につきまして、今週金

11/14（土）開催されました、熊本第4グループ IM（インタ

曜日に今年度と次年度の合同ガバナー補佐会議がございま

ーシティーミーティング）のお礼とご報告（剰余金の返金）

す。今年度は松川勝史ガバナー補佐、次年度ガバナー補佐は

がございました。

我がクラブの塚本

※返金10,000円はスマイル入金といたします。

侃会員です。土曜、日曜は米山奨学生選

考会に出席となります。

◆新入会員自己紹介 2 回目（告坂和紀君）

●スマイルボックス（藤見泰之君）

皆さん、こんにちは。11/30入会いたしました告坂です。自

○永田壮一様（熊本城東 RC）

己紹介2回目は家族についてお話します。現在父親、母親と

Ⅱ

本田 PG の公式訪問以来の訪問になります。今日は後藤会長

熊本で同居しておりますが、27歳まで他県におりましたので

より「卓話を」ということでお伺いしました。ガバナーのお

まだまだ知り合いが少なく、ロータリークラブの活動を通じ

いでになるクラブに卓話とは大変おこがましいのですが、ロ

知り合いを増やすことができればと思います。会社名は「鬼

ータリーの友情でお許しください。

塚労務管理事務所」と言いますが、仕事と事務所を非常に大
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○松川勝史様（熊本第4G ガバナー補佐・熊本江南 RC）

Ⅱ

11/14の熊本第4グループ IM に多数ご来場いただきまして、
ありがとうございました。会場や開催日時に不手際がござい
まして、皆様にはご迷惑をお掛けし申し訳ございません。次
年度に引き継ぎ、次回に活かしていただきたいと思います。
○後藤

博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君

古財良一君
永田ガバナーノミニー、松川ガバナー補佐と森本様のご来訪
を歓迎してスマイルいたします。
○高宮

宏君

Ⅱ

永田ガバナーノミニーのご来訪を心より歓迎いたします。常
日頃大変お世話になります。頑張ってください。
○堀川貴史君
永田ガバナーノミニー・松川ガバナー補佐、本日はご来訪あ
りがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたし
ます。
○喜讀宣友君
本日、体験でお越しの森本様のご来訪を歓迎してスマイルい
たします。そのまま入会申込書を書いていただき、ご入会さ
れることを祈念いたします。また、本日ご来訪の永田ガバナ
ーノミニー、松川ガバナー補佐を歓迎いたします。
○坂本研一君・三角雄介君・藤見泰之君・北口

誠君
◆12/21 第 19 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

家族会の準備をされた古財会員、それをお手伝いされた皆さ
ま大変お疲れさまでした。子供たちも皆大変喜んでいました。

ロータリーの用語（７）
奉仕部門（Ａｖｅｎｕｅｓ

○古財良一君

ｏｆ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）

12/7 年忘れ家族会が無事終わりました。ご夫人や子どもに

全ロータリークラブの活動の指針となるもの。クラブ奉仕、

喜んでもらえた会だったと思います。ありがとうございまし

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の 5 部門から成

た。

る。
ポール・ハリス・フェロー（Ｐａｕｌ

○田代文明君

Ｈａｒｒｉｓ

Ｆｅ

本日は入会希望の森本さんをお連れしました。子ども会会長

ｌｌｏｗ）

や PTA 副会長をされ、出水南校区発展のためにとても尽力さ

年次基金、ポリオプラスあるいは財団が承認した補助金に対

れている方です。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

し、累積 1,000 ドル以上を寄付した人を称える認証。その後
1,000 ドルごとにマルチプル・ポール・ハリス・フェローが
授与される。

●外部卓話（坂本研一君）

ポール・ハリス・ソサエティ（Ｐａｕｌ

「ロータリーにおける疾病予防活動について」

Ｈａｒｒｉｓ

Ｓ

ｏｃｉｅｔｙ）

（永田壮一様）

年次基金、ポリオプラス、財団が承認した補助金プロジェク
トに毎年 1,000 ドル以上を支援する人の認証。
ポリオプラス（ＰｏｌｉｏＰｌｕｓ）
RI の特別プログラム。撲滅の認定が達成されるまでは、ほ
かのすべてのプログラムに対して優先される。
マイロータリー（Ｍｙ

Ｒｏｔａｒｙ）

国際ロータリーのウェブ上での登録者専用サイト。現クラブ
役員はＭｙ

Ｒｏｔａｒｙ（www.rotary.org/myrotary/ja）

から、
「ロータリークラブ・セントラル」
（寄付目標、会員増
強目標の設定）、会員情報（入退会更新）、人頭分担金の請求
書発行、支払手続きなどを行うことができる。利用時は、他
の人と共有していない個人専用のメールアドレスでの登録
が必要となっている。

4

