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今年最後の卓話、向臺行雄君の「生命保険業界の動向と役割について」より。 

最近ようやく冬らしくなってきました。クリスマスと

お正月も控えていますので、皆さま方も色々なパーテ

ィ等ご予定がおありと思います。正装ですとタキシー

ドですが、本来タキシードは準礼装、正装は燕尾服で

す。ただし、現在ではタキシードも正装と認識されて

います。ご案内のドレスコードが「ブラックタイ」で

すと、黒のボウタイ（蝶ネクタイ）となり、ボウタイ

が合うのはタキシードもしくは燕尾服となりますの

で、そのどちらかを着用するのが礼儀です。タキシー

ド以外の礼装にモーニングがありますが、これは名前

のとおり午前中もしくは 4 時頃までに着る服です。日

本では上下黒のスーツを略礼装とされている方が多い

ですが、海外ではほぼ通用しません。ブラックスーツ

は準礼装でもありません。モーニングの準礼装はディ

レクターズスーツとなります。 

さて、今年度も前半が終了となりましたが、3月地区

大会、6 月米軍音楽隊コンサートと大きなイベントが後

半に控えております。引き続き、皆さまのご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。本日、㈱桑原雷声堂の桑原幸

雄さんが入会されました。よろしくお願いいたします。

まず本日は、先週行われました理事会のご報告です。 

・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 

・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。 

・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）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 

⇒今年度の開催予定が承認されました。 

・事務局員の冬季賞与について 

⇒1.5倍支給にて承認されました。 

・世界社会奉仕委員会より報告 

⇒千里殖産㈱様よりタイ・プロジェクトへの寄付金 5

万円をいただきました。 

 

 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.熊本市域 RC 新春合同例会  

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１/１２ 新年会＠新茶家 

１/３１ 2016-17地区補助金管理セミナー 

     ＠アスパル富合 

２/１３ 地区チーム研修セミナー 

     ＠ホルトホール大分 

２/１７ 熊本西 RC 創立 30 周年記念例会 

     ＠ホテル熊本ニュースカイ 

２/２７-２８ 人吉 RAC 創立 40周年記念式

典＠清流山水花 あゆの里 

 

 

第１９回例会記録（通算第 2669 回）  

平成 27（2015）年１２月２１日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

ございません 
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幹事報告（吉永彰一君） 

1.ガバナー事務所より「第5回 日台ロータリー親善会議のご

案内」が届いております。参加希望の方は申込書にご記

入をお願いいたします。 

2.熊本西 RC より「創立30周年記念式典」のご案内が届いて

おります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいた

します。 

3. 日田RCより「創立40周年記念式典」のご案内が届いてお

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたし

ます。 

4.八代南 RC より「創立40周年記念式典」のご案内が届いて

おります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいた

します。（再回覧） 

5.人吉 RAC より「創立40周年記念式典」のご案内が届いて

おります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいた

します。（再回覧） 

6.ガバナー事務所より「第 2720 地区 2016-17 年度 国際奉

仕委員会 委員」委嘱状が届いております。（三角雄介君） 

7.来週（12/28）例会は「定款に基づき休会」、2016 年 1/4例

会は 1/6「熊本市域RC新春合同例会」に振替となります。

ご注意ください。 

 

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 

６２名 ４１名 73.21％   ７８.１８％ 

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） 

 

例会変更のお知らせ 

○平成 RC～新春合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○東南 RC～新春合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○菊南 RC～新春合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○北 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月7日（木）１2：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○西南 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月7日（木）１2：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○りんどう RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月7日（木）１3：00～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  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 

[変更前] 1月8日（金）１2：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[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 

[変更前] 1月8日（金）１8：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  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～ 

[変更後] 1月15日（金）１8：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「アルシェ」 

○城東 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 1月18日（月）１2：30～ 

[場  所] 医療社団法人 明心会 あおば病院 

○りんどう RC～場所変更 

[日  程] 1月28日（木）１9：00～ 

[場  所] 未定 

 

◆委嘱状伝達式 

2016-17年度 国際奉仕委員会 委員（三角雄介君） 

 

 

 

 

 

 

 

◆新入会員自己紹介 1 回目（桑原幸雄君） 

 

 

 

 

 

氏名：桑原幸雄君 

生年月日：昭和46年3月15日 

勤務先：株式会社桑原雷声堂 

趣味：ゴルフ 

推薦者：倉崎保広君・後藤 博君 

 

◆新入会員自己紹介 3 回目（告坂和紀君） 

 皆さん、こんにちは。3回目の自己紹介は趣味につい

てお話いたします。私は学生時代から15年間バレーボ

ールをしておりましたが、現在は釣りが趣味です。今
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までまったくやったことがなかったのですが、今年8

月に初めて行ってすっかりハマってしまい、最近は毎

週末天草方面で釣っています。釣りは場所や魚によっ

て道具や方法を考えますので、非常に奥深いです。ま

た、いままで包丁もろくに使ったことがなかったので

すが、これを機に魚の調理にも挑戦しています。初め

てのことを経験することは得るものが多いと感じま

す。ロータリークラブの活動も同じで、今回入会する

ことにより、初めてのことが多数あると思います。こ

れも私にとって貴重な経験になると思っております。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（丸山浩之君） 

 皆さま、こんにちは。まず、裏表紙より、人吉城あと

にかかる橋の上からの「くま川下り」の風景。人吉中

央RCの梅田勇会員の投稿写真です。横書きP12から「自

然災害に備えて」より、地震、台風、豪雨、火山噴火

等の天災が増えています。いざという時のノウハウの

実例紹介です。 

①クラブ内で緊急連絡先網の作成（P16に鈴鹿 RC の見

本紹介）②地区感で災害時相互支援協定を締結③防災

簡易心得帳を取り寄せ活用④災害時支援の為、常日頃

より積立等取り入れては？ 

P17の「疫病予防と治療」は12月の月間テーマですが、

12/14例会で永田壮一 GN（熊本城東 RC）による卓話が

あり、よく理解していただいたと思います。P29「友」

編集長による「新しい発想でロータリーを」では、ロ

ータリーE クラブや衛星クラブの紹介。多様性という

言葉をよく耳にしますが、伝統を重んじ新しいことを

取り入れる、それでも目的や四つのテストは共通のも

のとして受け継いでほしいと語っておられます。縦書

き P4～8まで「いじめ予防を考える」より、特に若い

会員は必読です。いじめの四つの定義等、大変参考に

なります。P15は友愛の広場より、今こそ「ロータリ

ー通解を」の中では、例会において異なる職業を代表

する会員と親睦を深め切磋琢磨し、自己を向上させな

ければならない、例会こそ原点で核心であると語られ

ます。P19「ロータリーの友賛歌」では、「友」を通じ

てロータリーに対する「異見」を許していることにロ

ータリーをよくしたいという当事者意識が広がって

いると語っておられます。ぜひご一読ください。熊本

関連の記事が P25八代 RC、P26菊南 RC、P30八代南 RC

出ています。 

 

●親睦活動委員会（古川尚徳君）  

新年会のご案内とオークション協賛品ご協力のお願

いがございました。 

 【日  時】2016年1月12日（火）18：30～ 

 【場  所】新茶家 

 尚、オークションの売上金はスマイルとさせていただ

きます。 

  

●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 

 坂本研一君・古財良一君・三角雄介君   

 新入会員 桑原幸雄様の当クラブへの入会を歓迎しま

す。また、九学陸上部が全国駅伝大会都大路にて準優

勝しました。九学 OB でスマイルします。 

○高宮 宏君   

 桑原幸雄さんの入会を心より歓迎いたします。ゴルフ

コンペ等の賞品もお願いすることがありますのでよ

ろしく。 

○渕田俊郎君・坂本研一君・倉崎保広君・永井富士雄君

園田修司君・藤見泰之君・水野東洋君・北口 誠君 

 桑原幸雄様の入会を歓迎してスマイルします。来年 1

月 12 日、新茶家にて行ないます新年会オークション

用の景品もよろしくお願いいたします。 

○喜讀宣友君 

 桑原幸雄君の入会を歓迎してスマイルいたします。ま

た、本日の卓話者 向臺行雄会員に心より感謝します。 

○井上雅文君 

 桑原幸雄君の入会を歓迎してスマイルいたします。桑

原君には昨年度のお誕生日祝いの記念品を作成して

いただきました。おかげさまで大好評でした。また、

本日は同業者の向臺さんの卓話を楽しみにしていま

す。勉強させていただきます。 

○杉光定則君 

 桑原幸雄君のご入会と本日の卓話者 向臺行雄会員に

心より感謝しスマイルいたします。また、RKK きらき

らファクトリーが 12/25 まで開催中です。花畑広場で

の巨大クリスマスツリーと、RKK 本社でのツリー及び

光の箱等が展示ライトアップされています。 

○告坂和紀君 

 桑原幸雄君の入会を歓迎してスマイルいたします。 

○桑原幸雄君 

 本日より入会いたします、桑原幸雄と申します。熊本

南 RC の伝統と歴史を重んじ精進いたします。新年会

のオークション景品もご期待ください。今後ともどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

○寿崎 肇君 

 12/28 熊本市中学生バドミントン大会があります。子

供たちの真剣な試合運び、同級生やお母さんの大声援

と大変楽しいひと時です。熊本南 RC が 30 回ほど続け

てきましたが、お休み中なので私がさせていただいて

おります。御用納めのこの日、熊本南 RC の皆さまが



 4 

お見えになるだけで生徒は大喜びでしょう。応援に来

てあげてください。お待ちしております。 

○林田公治君 

 桑原幸雄君の入会を歓迎しスマイルいたします。また、

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（坂本研一君） 

「生命保険業界の動向と役割について」（向臺行雄君） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1/6 第 20 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

 ロータリーの用語（８） 

メークアップ（メーキャップ）(Make-up) 

自身が所属するクラブの例会に出席できなかった場

合に、自己の会員身分を守り、出席の扱いを受けるた

めに、別のロータリークラブの例会か標準ロータリー

クラブ定款第 9条に規定するほかの会合に出席するこ

と。 

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One 

Profits Most Service Best）  

ロータリーの文献やそのほかの資料に使用すること

ができる、ロータリーの第二標語。 

四つのテスト（The Four-Way Test）  

四つの問いを中心に、事業と専門職における倫理につ

いて述べた声明。「真実かどうか、みんなに公平か、

好意と友情を深めるか、みんなのためになるかどう

か」。1932 年にロータリアンのハーバード J・テイラ

ーにより創作され、1943 年に RI により採用された。 

例会場（Meeting Place）  

各クラブは、ほかのロータリークラブのどの会員でも

出席できるような場所で例会を開くよう期待されて

いる。ロータリーE クラブは直接顔を合わせて会合を

開く代わりに、主にオンラインで会合する。 

ロータリー（Rotary）  

「ロータリー」はロータリークラブとロータリアンに

よって構成される組織、クラブとロータリアンを指導

する原理、慣行および慣例、そしてクラブとロータリ

アンが達成を期する目的および綱領を示す言葉とし

て用いられる。 


