第２１回例会記録（通算第 2671 回）
平成 28（2016）年１月１８日
1/12 新 年 会 ＠ 新 茶 家 よ り 。 本 年 も ど う ぞ よ ろ し く お 願い 申 し 上 げ ま す 。

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

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

4.月間テーマ卓話 坂本幸樹君

来訪者紹介

＠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

倉田榮喜様（熊本第 3G ガバナー補佐 熊本北 RC）
村上芳明様（熊本北 RC）
加茂野伸一郎様（熊本菊南 RC）
木村ユカリ様（熊本菊南 RC）

例会変更のお知らせ
○城東 RC～職場訪問のため場所変更
会長報告（後藤

博君）

皆さま、明けましておめでとうございます。今年1回

[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

目の例会です。まず、先日1/12新年会の前に臨時理事

○西稜 RC～新年会のため場所変更

会を開催いたしましたのでご報告です。地区大会のご

[日

程] 1月25日（月）１8：30～

案内のため、姉妹クラブであります台北大同扶輪社へ

[場

所] ちゃんこ やっこ

野口泰則会員・齊藤直信会員・今村浩昭会員に訪問し

○菊南 RC～夜例会に時間変更

ていただきました。その際の「スマイル」につきまし

[変更前] 1月27日（水）１2：30～

て、クラブより30,000円支出することが承認されまし

[変更後] 1月27日（水）未定

た。また、6/21開催されます「アメリカ空軍音楽隊コ

○水前寺公園 RC～新年会のため場所変更

ンサート」の実行委員長を、社会奉仕委員長の三角雄

[日

程] 1月27日（水）１8：30～

介会員にお願いすることが決定しております。

[場

所] 戯

○りんどう RC～場所変更
定例理事会報告（後藤

博君）

[日

程] 1月28日（木）１9：00～

1.森本康文様の入会について

[場

所] 未定

⇒承認されました。

○05福祉 RC～熊本第2グループ IM のため日程場所変更

2.塩井泰明会員の退会について

[変更前] 2月2日（火）１2：30～

⇒承認されました。

[変更後] 2月6日（土）１7：00～
[場

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

所] ピアパレスみいけ

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

○05福祉 RC～熊本第2グループ IM のため日程場所変更

5.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

[変更前] 2月2日（火）１2：30～

ご参加をお願いいたします。

[変更後] 2月6日（土）１7：00～
[場

6.ガバナー事務所より「第 2720 地区 2016-17 年度 委嘱状

所] ピアパレスみいけ

が届いております。

○東 RC～職場訪問のため日程場所変更

（野田三郎君・寿崎 肇君・星野誠之君・久峨章義君

[変更前] 2月9日（火）１2：30～

吉永彰一君）

[変更後] 2月6日（土）１2：00～
[場

所] 済生会熊本病院

◆熊本菊南 RC 会長ご案内（加茂野伸一郎様）

○西 RC～創立30周年記念例会のため時間場所変更
[変更前] 2月17日（水）１2：30～
[変更後] 2月17日（水）１8：30～
[場

所] ホテル熊本ニュースカイ 2F 「ストリングス」

○菊南 RC～西 RC 創立30周年記念例会へ時間場所変更
[変更前] 2月17日（水）１2：30～

創立30周年記念例会・式典のご案内がございました。

[変更後] 2月17日（水）１8：30～

［日

[場

時］平成28年6月4日（土）14：30～受付

所] ホテル熊本ニュースカイ 2F 「ストリングス」

15：00～式典
17：40～祝宴

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

４８名

84.21％

８２.１４％

出席規定適用免除者
名誉会員

［場

1/6

5名

所］菊南温泉ユウベルホテル 2F 「光の間」

［登録料］会員10,000円（同伴者8,000円）
◆委嘱状伝達式
・2016-17年度 ガバナー指名委員会 委員長

欠席記録免除者 2名

国際大会推進委員会 副委員長
地区大会委員会 委員・諮問委員会委員

０名（会員数には含まれません）

地区戦略計画委員会 委員
R 財団補助金審議・監査委員会委員

出席報告（井上雅文君）

1/12

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

４２名

72.41％

８３.９２％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

会員維持増強部門 諮問委員
（野田三郎君）
・2016-17年度 諮問委員会 委員

（寿崎

肇君）

・2016-17年度 財務委員会 副委員長

（星野誠之君）

・2016-17年度 熊本第4G ガバナー補佐幹事

欠席記録免除者 2名

（吉永彰一君）

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（吉永彰一君）
1.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。（再回覧）
2.八代南 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）
3. 日田中央 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）
4.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

◆ポールハリスフェロー表彰（後藤

博君）

案内」が届いております。参加希望の方は申込書にご記

久峨章義君（3）・喜讀宣友君・原

裕一君

入をお願いいたします。（再回覧）

星野誠之君
おめでとうございます！
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◆新入会員自己紹介 2 回目（桑原幸雄君）

○加茂野伸一郎様・木村ユカリ様（熊本菊南 RC）
本日は 30 周年記念式典のご案内に参りました。6 月 4
日に向けて各クラブを回らせていただいております。
当日はぜひ多くのご出席をいただきますよう、お願い
いたします。

皆さま、こんにちは。新入会員の桑原です。会社は

○後藤

博君・吉永彰一君・堀川貴史君・田川憲生君

株式会社桑原雷声堂と申しまして、ギフト用品やカレ

漆島典和君・坂本幸樹君・木村仁治君

ンダー、企業のノベルティ等を扱っております。生ま

熊本北 RC 熊本第 3G ガバナー補佐の倉田様、熊本菊南

れは熊本市中央区紺屋町で、3 人兄弟の 2 番目です。

RC 加茂野様・木村様、熊本北 RC の村上様のご来訪を

子供は 3 人おりますが、長男次男はそれぞれ野球部に

歓迎しスマイルいたします。

所属し頑張っています。一番下は女の子でついつい甘

○高宮

宏君

くなり、家内から注意されます。今後ともどうぞよろ

熊本北 RC 村上様のご来訪を心より歓迎いたします。

しくお願いいたします。

村上会員は明治大学の同窓であります。
○杉光定則君

◆地区副幹事報告（今村浩昭君）

熊本菊南 RC 加茂野会長・木村副会長のご来訪をお嬉
び申し上げます。また、昨日（1/17）熊本交響楽団創
立 55 周年記念 第 100 回記念公演会が県劇コンサート
ホールで開催され、満席で催されました。大変素晴ら
しい公演会となりました。

後藤会長よりお話がございましたとおり、地区大会の

○寿崎

肇君

ご案内のため台北大同扶輪社の例会に野口会員・齊藤

昨年 12/29 第 32 回熊本中学生バドミントン大会が行

会員とともに出席してまいりました。21組35名での参

われました。約 800 名の参加で、応援の人が例年の何

加を予定されています。多数のご参加となりますので

倍かになり大変にぎやかでした。皆さまのご声援で続

皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。また、

けられたことに心から感謝申し上げます。

明日（1/19）第3回 地区大会実行委員会を開催いたし

○永井富士雄君・藤見泰之君・丸山浩之君・北口

ます。関係各位はご参加をお願いいたします。

誠君

新年会では多数の皆さまにご参加いただき、また、オ
ークションも親睦活動委員会の皆さまに盛り上げて

委員会報告

いただき、大変楽しい時間を過ごすことができました。

●親睦活動委員会（向臺行雄君）

オークションの売上金 141,000 円は全額スマイルとさ

[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

せていただきます。ご協力ありがとうございました。

古川尚徳君

1.4

山内昭徳君

1.9

○田中裕司君

丸田秀一君

1.7

平尾豊幸君

1.11

12 月の例会は出席できませんでしたのでお詫びのス

阪田英治君

1.10

鎌田

剛君

1.11

マイルです。12 月は東芝の粉飾決算により損害を被っ

木村仁治君

1.17

堀川貴史君

1.23

た株主の弁護団に参加することになりました。私が九

山内昭徳君

1.22

州の担当になりますので、東芝株で損をした方がおら

喜讀宣友君

1.25

れたらこっそり相談してください。
●会員卓話（木村仁治君）
「会長年頭所感」（後藤 博君）

本日は今年1回目の例会ですので、卓話の時間を会長
年頭所感とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

●スマイルボックス（永井富士雄君）

今年度も半分過ぎたのですが、残り後半に地区大会、アメ

○倉田榮喜様（熊本第3G ガバナー補佐 熊本北 RC） Ⅱ
本日、熊本南 RC の例会に初めて参加させていただき

リカ空軍音楽隊コンサートと大きな事業が控えております。

ました。どうぞよろしくお願いいたします。

年度初めに3つのことをお伝えしたかと思います。当ク
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ラブはうまく世代交代ができています。これは歴代の

りでなく、奉仕の精神を汲み入れて企業の道徳的水準

会員維持増強委員長、並びに新しく入会された若手会

を高め、その職業を通じて社会に貢献し、更にその信

員のお力だと思います。入会の際に R 情報委員長より

条を同業者または友人に勧めることであります。

会員の「義務」についてお聞きになっていると思いま

職業奉仕（２）

す。義務の中には新入会員の紹介もございます。数は

私たちは職業人である以上、適正な利潤、適正な報酬

力です。まとまりのあるクラブを目指し、これからも

を求めることは当然のことです。しかし、たとえそう

増強を図っていかなければならないと思います。今年

であっても、他人を踏み台にしたり、他人をないがし

度は59名でスタートし、目標は72名、現在62名です。

ろにして自分だけの利益を追求するということは、品

引き続き皆さまのご協力をお願いいたします。また、

位があるとはいえません。このように職業奉仕の規範

新入会員には IM 等に積極的にご参加いただき、セミ

が目的にうたわれており、これを一口にまとめるなら

ナーも充実させたいと思います。

ば、経営にあたっては、相手の身になって考え、思い

さて、野田ガバナーの下、開催されます RI 第2720

やりの心をもって他人のために尽くすということを

地区大会まで残すところ2ヶ月となりました。是非と

行動することに他なりません。そして、その具体的な

も成功させなければいけませんが、我々の力だけでは

実践の指針として、行為の道標として「四つのテスト」

不足部分が出てくるかと思われます。熊本第4G の5ク

があります。

ラブにコ・ホストのお願いをしていますが、皆さまへ

言行はこれに照らしてから

は色々お願いすることが出てまいります。ご協力をよ

1.真実かどうか？

ろしくお願いいたします。また、クラブ協議会に関し

2.みんなに公平か？

まして、去年からかなり重点を置いています。各委員

3.好意と友情を深めるか？

会の事業は細やかな IM を開催していただき、クラブ

4.みんなのためになるか？

協議会に提出、そこで協議しないと実行させないとい

「四つのテスト」は、わずか 36 文字ですが多くのロ

うことになっていますので、よろしくお願いいたしま

ータリアンが、自分の職業、社会、あるいは個人とし

す。これは今年度だけでなく、次年度、次々年度と継

て起きるいろいろな出来事に対し、判断する場合の基

続し定着していただきたいと思います。

準として使っています。この「四つのテスト」は 1932
年にシカゴのロータリアンのハーバート・テーラーが

◆1/25 第 21 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

考えたものです。知り合いの破産しかけた会社の再建

今月は職業奉仕月間ですので、ロータリーの用語はお

を頼まれた時、どんな方法があるだろうかと考えた末

休みして、故鑪会員のロータリー情報集の中から職業

に、全従業員が使えるような短い倫理の基準を何か作

奉仕について掲載された 2 回分を紹介させて頂きます。

ろうということで神に祈って出来たのが、この「四つ

職業奉仕（１）

のテスト」です。そしてこれを会社のいろいろな決定

普通、
「職業」とは、
「生計を立てるための仕事」とい

にあたっての基本としました。その結果、会社を取り

う意味に解釈されていますが、ロータリーでは、職業

巻くディーラ－や顧客や従業員から信頼と好意の雰

を通して社会に奉仕することを職業奉仕と言ってお

囲気が生まれ、会社の業績は次第に好転していきまし

ります。また「職業奉仕」のことを、ヴォケーショナ

た。引き受けた当時 40 万ドルあった負債は 5 年で完

ル・サービスと言っております。つまり、ヴォケーシ

済してしまい、その後の 15 年間で資産が 200 万ドル

ョンという言葉は、もともとラテン語の「神のおぼし

にも達したといわれております。このようにして生ま

めし」から出ている言葉で、「職業」というものが、

れた「四つのテスト」は、1943 年にロータリーにも採

神が授けたもうた仕事、すなわち天与の職、天職とい

用されることになりました。

う使命感をもったものであるということです。したが
って、たとえ直接的には自分の生計を支えるための仕

◆1/12 新年会＠新茶家

事であっても、同時にその仕事というものが、人類す
べてのために役立っているという心掛けがなければ
ならないということであります。「職業奉仕」とはロ
ータリー特有の主義主張で、ロータリーの金看板です。
職業奉仕とは、自分の仕事を通じての奉仕です。昔か
ら、どんな職業であろうと職業である限りは皆社会に
貢献しているのです。ロータリーでいう職業奉仕とは、
自分の職業に誇りと愛情を持って、単なる金儲けばか
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