第２０回例会記録（通算第 2670 回）
平成 28（2016）年１月６日
2016 年 熊本 市域 RC 新 春合 同例 会 in ホ テル ニュ ー オータ ニ熊 本

2016 年 熊本市域 RC 新春合同例会
期日/2016 年 1 月 6 日（水） 12：30～点鐘
場所/ホテルニューオータニ熊本 3F 「鳳凰の間」

1.今日の歌
2.来訪者紹介

１/３１ 2016-17 地区補助金管理セミナー
＠アスパル富合

3.会長･幹事・各委員会報告
4.会長念頭所感 後藤 博君

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

例会（12：30～）
司会：熊本江南 RC 副幹事 佐土原
1.開会・点鐘
2.国歌斉唱

護君

熊本江南 RC 会長 毛利浩一君
クラブ名

「君が代」

3.ロータリーソング

「奉仕の理想」

熊本江南 RC ソングリーダー 落合和彦君
4.ご来訪者及び参加クラブ紹介
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熊本県 R 奨学会理事長
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米山奨学生
黄訳民君（熊本東 RC）
徐継康君（熊本西南 RC）
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熊本南 RC 事務局：〒860-8536

斉唱 国家 君が代

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

合計

390
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Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

5.会長代表挨拶

熊本江南 RC 会長 毛利浩一君

最後に、今年の抱負を述べさせて頂いて「結び」としたいと
思います。私達、熊本江南ロータリークラブには、昨年創立
46 年目にして初めて「女性会員」が入会致しました。入会
して頂いた以上は、入会して良かったと言ってもらえるクラ
ブ運営を確実にやり遂げたいと思っていますし、女性会員の
数も少しずつでも増やして行きたいと思っております。また

皆さん今日は。そして明けましておめでとうございます。

先程の主な出来事の中では触れませんでしたが、昨年は海外

本日は、このように多数のご臨席を賜り、誠に有難うござい

からの訪日客が急増して、過去最多を更新したそうです。日

ます。ご紹介を頂きました私は、本日の熊本市域 RC 新春合

本国内の人口は、数年前から減少に転じていますが、このよ

同例会のホストクラブを務めさせて頂きます熊本江南ロー

うな訪日客を新たな顧客に取り込んで行くことも一つの「変

タリークラブの本年度会長の毛利浩一と申します。宜しくお

革」だろうと考えます。ちなみに、今年の干支は申年ですが、

願い申し上げます。また、大変ご多忙の中にご出席頂きまし

申年は歴史的に観ると「革命」の年と言われているそうです。

た熊本県知事蒲島郁夫様、熊本市長大西一史様には心より感

申年の特徴を「仕事」にも「ロータリー活動」にも大いに活

謝を申し上げます。冒頭に、今年の会場を私達が例会時にい

かして行きたいと思っている所であります。本日、お集まり

つも利用させて頂いているホテルニューオータニ熊本さん

の皆様の今年一年のご健勝、ご多幸、ご繁栄をご祈念申し上

にさせて頂きました。繁華街から離れており、駐車場も狭い

げ会長代表のご挨拶とさせて頂きます。誠に有難うございま

ため、どうだろうかという意見も多少はあったのですが、市

した。

域のロータリアンの皆様に我々のホームグラウンドを知っ
て頂きたいという意見が圧倒的だったため、こちらの会場に

6.ご来賓祝辞

熊本県知事 蒲島郁夫様

させて頂きました。何卒ご了承頂きますようお願い致します。
さて、少し昨年を振り返ってみたいと思います。昨年も色々
な出来事がありました。世界的には、テロの頻発や難民の急
増、中国の経済減速、ネパールの大地震、米国とキューバの
54 年ぶりの国交回復、独フォルクスワーゲンの排ガス不正
問題、トルコ軍のロシア軍機撃墜、年末のアメリカの 0 金利

明けましておめでとうございます。熊本市域ロータリークラ

解除、9 年半ぶりの利上げ等々枚挙に暇がありませんが、ど

ブの会員の皆様におかれましては、よき新春をお迎えのことと

ちらかというと暗い話題が多かったように思います。日本国

お慶び申し上げます。また、皆様方には日頃から県政の推進に

内では、台風の影響による記録的な大雨や、火山活動の活発

あたり、御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。「世界

化、マンション杭打ちデータ改ざん問題他の不正問題、新国

へのプレゼントになろう」の理念のもと、皆様方がそれぞれの

立競技場の建設計画の白紙撤回、年金機構に対するサイバー

地区において、社会的な課題に目を向け、その解決に積極的に

攻撃、個人情報流失等のあまり宜しくない話題もありました

取り組んでおられることに対し、深く敬意を表します。今年も、

が、一方で日経平均株価の 15 年ぶりの 2 万円台回復、18 歳

なお一層会員相互の連携を深められ、県内におけるさまざまな

選挙権の来夏参院選からの実施、ノーベル賞の受賞などのほ

社会貢献活動の牽引役として活躍されることを、大いに期待し

か、特にスポーツ界でラグビーW 杯での初の一大会 3 勝や、

ています。昨年を振り返りますと、「万田坑」と「三角西港」

世界体操での日本男子の 37 年ぶりの金メダル獲得など、日

が県内初の世界遺産として登録されたほか、「稼げる農林水産

本中を熱狂させる快挙もありました。今年は、南米ブラジル

業」に向けた農地集積や担い手の育成、国際航空定期便の新た

のリオデジャネイロでオリンピックが開催されます。日本人

な就航など、全国をリードする熊本らしい取組みが「華」開い

選手の活躍に大いに期待し、応援したいと思っています。次

た一年でした。しかし一方では、阿蘇中岳噴火に伴う降灰被害

に、ロータリー活動についてですが、野田ガバナーには、公

や台風15号による強風・豪雨被害など大きな自然災害の脅威を

式訪問の際には大変お世話になりました。大半が単独訪問と

改めて認識させられた一年でもありました。復旧にあたっては、

いうことで、ご苦労が多かったと思いますが、その分喜びも

各ロータリークラブ会員の皆様を始め、県民の皆様の御支援を

一入だったのではないかと思います。残り半年間健康に留意

いただき、あらためて感謝申し上げます。本県では、昨年10月

され頑張って頂きたいと思います。それから 3 月には地区大

に地方創生に向けた羅針盤とも言うべき「熊本県人口ビジョ

会が控えています。ホストクラブの熊本南クラブの皆さんに

ン」及び「熊本県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

は、大変ですが頑張って成功に導いて頂きたいと思います。

しました。人口減少への対応という極めて厳しいテーマと向

我々コ・ホストクラブもできる限りの応援をさせて頂く所存

き合いながら、県内の各地域がそれぞれ発展していくために

ですので、何なりと申し付けて頂きたいと思っています。

は、この戦略に基づいた施策を着実に実施していくことが重
要です。今後、戦略を推進することで、県民の皆様が熊本で
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の生活の素晴らしさを実感し、誇りを持ち、安心して暮らし

7.幹事代表報告

熊本江南 RC 幹事 福嶌隆彦君

続けられる「くまもと」を実現して参ります。皆様方には、
ひとづくりや地域づくりの牽引役として、更なる活躍を期待
しますとともに、今後とも県政へのお力添えをいただきます
ようお願いします。
最後に、熊本市域ロータリークラブの皆様にとって、この一年
が素晴らしい年となり、飛躍の年となることを心から祈念して

1.国際ロータリー2720 地区ガバナー事務所より「2015～16 年

挨拶といたします。

度地区大会」のご案内が届いております。

熊本市長 大西一史様

日

時：平成 28 年 3 月 26 日（土）・27 日（日）

会

場：市民会館崇城大学ホール

登録費：本会議 8,000 円、懇親会 10,000 円

ホテル日航熊

本「阿蘇」
詳細につきましては、各クラブへの案内をご確認下さい。
2.日台ロータリー親善会議、及び実行委員会より「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。
新年、明けましておめでとうございます。皆様におかれま

日

時：平成 28 年 6 月 5 日（日）

しては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます

会

場：石川県立音楽堂コンサートホール

とともに、本日の「新春合同例会」が、このように盛大に開

登録費：20,000 円

催されますことを心からお祝い申し上げます。ロータリーク

締切り：2 月 19 日（金）

3.国際ロータリー第 2720 地区ガバナー、及び米山記念奨学委

ラブにおかれましては、世界初の奉仕クラブとして誕生され、

員長より、
「ロータリー米山記念奨学会第 2720 地区学友会設

その長い歴史の中で、遂行な奉仕の精神のもとに様々な社会

立記念パーティー」のご案内が届いております。

貢献活動を展開しておられるところであり、そのたゆまぬ献

日

時：平成 28 年 2 月 7 日（日）17:00～19:00

身的なご活動に対しまして、深く敬意を表する次第でござい

会

場：熊本ニュースカイホテル

ます。また、熊本市域における 17 のロータリークラブの皆

会

費：10,000 円

締切り：1 月 22 日（金）

様が、このように一同に会され、会員相互の親睦と連帯を図

4.国際ロータリー第 2710 地区ガバナー、及び地区広島豪雨災

ると共に、「思いやりの心」、「助け合いの心」、「役立つ行い

害支援委員会より、お礼状並びに「8･20 広島豪雨土砂災害

をしようとする心」という奉仕の理想のもと、社会貢献に向

復興支援報告書」が届いております。

けた決意を新たにされることは、誠に心強く、我が国と国際

5.熊本西ロータリークラブより「創立 30 周年記念例会」のご

社会の未来のために、さらにご活躍されますことを心からご

案内が届いております。

期待申し上げる次第でございます。

日

時：平成 28 年 2 月 17 日（水）18:30～20:30

さて、本市では、加速する少子高齢化や人口減少社会の到来

会

場：ホテル熊本ニュースカイ

を見据え、現在、これからの市政運営の基本指針となる「新

登録費：8,000 円

総合計画」の策定に取り組んでおります。本計画につきまし

締切り：1 月 20 日（水）

6.熊本りんどうロータリークラブより「創立 10 周年記念式

ては、幅広い年齢層とのワークショップや市民懇談会、各分

典・祝賀会」のご案内を致します。

野の団体とのヒアリングを開催し、市民の皆様と活発な意見

日

時：平成 28 年 11 月 23 日（水）祝日

交換を行い、真に市民と行政が共有する計画になるよう検討

会

場：ホテルキャッスル

時間未定

を進めているところです。そして、今後とも、このような取

7.国際ロータリー2720 地区ガバナー事務所より、会長エレク

り組みを通じて、「地域主義」の理念のもと、地域の声をで

ト研修セミナー（PETS）開催のご案内が届いております。

きる限り市政に反映させていくことで、市民の皆様が自らの

日

時：平成 28 年 2 月 27 日（土）･28 日（日）

まちに誇りを持ち、住み続けたいと思える「誰もが憧れる上

会

場：ホルトホール大分

質な生活としくまもと」の実現に全力で取り組んでまいりま

登録費：10,000 円

すので、皆様におかれましても、本市の更なる発展に向けて、

締切り：2 月 5 日（金）

8.国際ロータリー2720 地区ガバナー事務所より 2016 学年度米

なお一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。結びに、

山奨学生・世話クラブ募集のご案内が届いております。

本年が皆様にとりまして穏やかで素晴らしい一年となりま

9.ロータリー国際大会（ソウル）のご案内を致します。

すことを心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせて

日程が 5/28（土）～6/1（水）となっております。会員の皆

いただきます。

様の積極的なご参加をお願い致します。
8.閉会・点鐘
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熊本江南 RC 会長 毛利浩一君

懇親会（13：00～）

タリーについて大いに語り合うことがロータリーの精神や哲

念頭スピーチ（野田三郎ガバナー）

学を理解することに繋がってくるものと考えます。
ガバナーとして「年度末の 6 月末に目標とする地区の姿」
・地区内の一人でも多くのロータリアンに、
・ロータリーの精神や哲学をよく理解してもらい、
・ロータリアンとしての自信と誇りを持ってもらいたい
と考えております。

新年明けましておめでとうございます。皆様には、良いお正

G 年度後半も、自分自身の健康管理に気を付けて、ガバナーと

月をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。また、本日は、

しての役割を担ってまいりますので、皆様方のご支援、ご協力

熊本江南 RC さんには、ホストクラブを務めて頂き、ありがと

を頂きますようどうぞよろしく願い申し上げます。最後になり

うございます。昨年は、ガバナー年度が 7 月からスタートし、

ますが、今年一年が、皆様にとりまして素晴らしい年となりま

半年が過ぎました。初めの 3 か月間で、地区内 74RC へ、地区

すよう祈念申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。

内 2,400 名のロータリアンの皆さんにお会いし、合計 58 回の

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

公式訪問を行いました。会長幹事会、例会にてのガバナーアド
レス、会員交流会、そして懇親会と行い、会員の皆様からのガ

乾杯

熊本江南 RC パスト会長 原

望君

バナーアドレスに対する多くのご意見やご質問をお受けした
こと、そして私自身も思ったことを述べさせて頂いたことが、
新たな気づきになり、私自身の大きな成長にも繋がったところ
でございました。地区内のたくさんのロータリアンの皆さんと、
ロータリーについて、大いに語り合えた事に感謝申し上げます。
さて、今月 1 月から年度後半に入ってまいります。2 月には、
ポリオワクチンの投与活動で、インドのデリーで奉仕活動に参

スマイル報告

熊本江南 RC スマイル委員長 山室昌敬君

加する予定です。また、その現地での活動を 3 月 26・27 日開
催の地区大会で、その映像を参加者の皆さんに、リアルにお伝

熊本県 R 奨学会目録贈呈

えするよう計画を立てております。また、4 月には RI3480（台

熊本江南 RC 会長 毛利浩一君

北）地区大会、5 月には RID3631（韓国）地区大会と国際大会

熊本県 R 奨学会理事長 小野友道様

（ソウル）であります。ここで、ガバナーアドレスで申し上げ
ました「私のロータリーに対する考え方」と、ガバナーとして
「年度末の 6 月末に目標とする地区の姿」の 2 点について、述
べさせていただきます。
「私のロータリーに対する考え方」
これまで、ガバナー公式訪問においては、ガバナーアドレスの
中で、私の人生観や人生哲学を通して、ロータリーの哲学であ

万歳三唱

熊本西南 RC 会長 田上安徳君

る Object of Rotary（日本語訳＝ロータリーの綱領、目的）
についての考察をし、私のロータリーに対する考え方を述べて
きました。
・ロータリーとは、奉仕の理想を志に持った人の集まりである
・奉仕の理想とは、私たちが日々生活している家庭生活、職場
生活、社会生活において、自分を取り巻く人の中から、一人で
も多くの人からの信頼を得るように努めることです

ロータリーソング「手に手つないで」

・信頼とは、自分の意識を高め、自己の成長に努めることで得

熊本江南 RC ソングリーダー 落合和彦君

られるものです
・自分自身が周りの人から一人でも多くの信頼を得ることで、

閉会の辞

自分自身の存在価値も高くなり、自分の人生がより充実してく
るものです
以上が、私が考えるロータリーの精神でありロータリーの哲学
です。ロータリーに対する考え方は、100 人いれば 100 通りの
考え方があってしかるべきと考えます。ロータリアンが、ロー
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