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坂本 幸樹 君の 1 月 月間 テー マ「 職業 奉仕 」卓 話よ り 。 

○東 RC～職場訪問のため日程場所変更 

[変更前] 2月9日（火）１2：30～ 

[変更後] 2月6日（土）１2：00～ 

[場  所] 済生会熊本病院 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月11日（木）１2：30～ 

○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～ 

[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」 

○中央 RC～西 RC創立30周年記念例会へ日程場所変更 

[変更前] 2月19日（金）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」 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。昨日は数十年ぶりの大寒波襲

来により、熊本でも積雪となりました。現在もまだ交

通機関の運休や交通規制が続いているようです。皆さ

まもどうぞご注意ください。 

さて、本日の卓話は坂本幸樹会員による月間テーマ

（職業奉仕）卓話です。大変楽しみにしております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～熊本第2グループ IMのため日程場所変更 

[変更前] 2月2日（火）１2：30～ 

[変更後] 2月6日（土）１7：00～ 

[場  所] ピアパレスみいけ 

○水前寺公園 RC～例会場都合のため日程場所変更 

[変更前] 2月3日（水）12：30～ 

[変更後] 2月6日（土）11：00～ 

[場  所] 熊本稲荷神社 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.ビジネス卓話 杉光定則君 

        

 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

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 PTES＠ホルトホール大分 

２/２７-２８ 人吉 RAC 創立 40周年記念式

典＠清流山水花 あゆの里 

３/２６-２７ RI第 2720地区 地区大会 

     ＠市民会館崇城大学ホール 

 

 

 

 

第２２回例会記録（通算第 2672回）  

平成 28（2016）年１月２５日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

山下洋一郎様 

（東武トップツアーズ㈱ 宮崎中央 RC） 
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○りんどう RC～西 RC創立 30周年記念例会へ日程等変更 

[変更前] 2月 25日（木）１9：00～ 

[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」 

 

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 ３８名 69.09％   ８９.４７％ 

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） 

 

幹事報告（吉永彰一君） 

1.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。 

2.本日19：00より「第3回クラブ協議会」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。 

3.ガバナー事務所より「第2720地区 2016-17年度 委嘱状」

が届いております。（久峨章義会員） 

 

◆臨時理事会報告（後藤 博君） 

1.熊本西 RC 創立 30 周年記念例会について 

⇒「全会員登録」とすることが承認されました。 

 

◆委嘱状伝達式 

・2016-17年度 地区財務委員会 委員    （久峨章義君） 

  

 

 

 

 

 

  

◆新入会員自己紹介 3 回目（桑原幸雄君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。今回は自己紹介 3回目という

ことで、趣味について少しお話いたします。私の趣味

はゴルフです。頑張って練習してたまに 70 台が出る

ようになっていましたが、最近は年に 5、6 回しかや

っていませんので、80～90 台で回れるくらいかと思い

ます。今回熊本南 RC に入会させていただきましたの

で、皆さんとラウンドできる日を楽しみにしておりま

す。是非お誘いください。また、ゴルフ以外でもクラ

ブの活動を通じ勉強し、人間的にも成長したいと思い

ますので、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） 

 

 

 

 

 

今月は職業奉仕月間です。横書き P.8「教職員の企業

研修を支援」より、第2590地区では、小中学校職員が

ロータリアンの民間企業へ業務体験、組織でマネジメ

ント・人材育成・危機管理を学び、社会経験のないま

ま教育現場に入る先生方にとっては貴重経験となっ

ているようです。受け入れ企業社員にもとても刺激に

なっており、お互いにとって素晴らしい成果を上げて

いるとのことです。次に P.12「高校生 就職模擬面接

支援」では、提唱インターアクトクラブへの面接指導

会を実施、今回4回目で年々参加者が増え、本番での

実践になり成果は大きい、さらに学校のものとは異な

る質問・助言は好評で、会員が独自の進行で行ってい

るとのことです。当クラブでもすぐに実践できるので

はないでしょうか。P.27「友」編集長より、3年に1度

の規定審議会開催で、定款や細則の立法案が提出・検

討され、採択された結果は次年度7月に施行されるの

で、準備に入るこの時期に活動内容・予算委員会など

見直し、再点検しましょうと提言されています。P.30

～31は「米山だより」です。学友からの寄付が近年増

加しており、今回も累計10万ドルの寄付を目指す学友

の記事です。素晴らしい内容ですので、ご一読くださ

い。 

次に縦書き P.4～8まで、盛岡二戸の蔵元五代目の歴史

と伝統を守りながら会社発展のために挑戦する素晴

らしい内容です。小さな会社でもオンリーワンの商品

があれば世界を相手に戦えると語っておられます。次

に友愛の広場より P.14「ロータリーの生きる道」とし

て、会員増強に関し問題提起されています。P.17では

「マイナンバー 会社のリスクと対策」として、社会

保険労務士のロータリアンからの記事です。次に卓話

の泉より P.18「ラーメンのルーツ」、国民食のラーメ

ンについて新横浜ラーメン博物館部長から興味深い

記事です。最後にロータリーアットワークより P.32、

第2750地区 東京で行われた RYLA セミナーにおいて、

蒲島熊本県知事の講演とくまモン登場で会場が盛り

上がり、優しい空気に包まれたとの記事です。皆さん

ロータリーの友はとてもよい雑誌です。ぜひ読んでく

ださい。また、P.33に「投稿お待ちしています」との
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ページがあります。ぜひたくさんの投稿をお願いいた

します。 

 

●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 

坂本幸樹君・木村仁治君 

 本日のご来訪者、宮崎中央 RC の山下洋一郎様を歓迎

いたします。また、本日の職業奉仕卓話 坂本幸樹君

のお話を楽しみにしています。 

○阪田英治君 

 宮崎中央 RC の山下洋一郎さんのご訪問に対しスマイ

ルします。本年より熊本支店長として着任されました

ので、ぜひとも熊本南 RC に入会願います。 

○井上雅文君 

 坂本幸樹君の職業奉仕卓話を大変楽しみにしていま

したが、本日所用のため早退させていただきます。頑

張ってください。 

○永井富士雄君 

 本日のクラブ協議会は寒波のせいではなく、新年会出

席のため欠席します。お詫びのスマイルです。 

 

●職業奉仕月間 テーマ卓話（木村仁治君） 

「生命保険の深イイ話」（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2/1 第 22 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

今週から 3 回にわたって、私が入会して 3 年目の

2008-09 年度の例会の中であった楽しみながらわか

る！ロータリー理解度検定試験の中からいくつかク

イズ形式で出題したいと思います。 

ロータリー理解度検定（１） 

Q1.国際ロータリー、英語で正しく綴ってみてくだ

さい。 

Q2.おなじみの車輪の形をしたロータリーの公式マ

ーク、一番外側の歯車の歯は全部で何個ある？ 

Q3.ロータリーの創始者、ポール・ハリスが、知人

の鉱山技師のガスターバス・ローア、さらに石炭商

のシルベスター・シール、仕立業のハイラム・ショ

ーレーの 4人でロータリーの初例会ともいうべき会

合をもちました。場所はシカゴ市ノースディアボン

街 127番地のユニティ・ビルディングの 711号です。

1905 年のことでした。さて、この日は何月何日？

Q4.Q3 の 4 人が入会した日からおよそ 2 週間、2 人

がクラブに新たに参加し、6 人の会合となります。

そこで、例会の開催方式や役員の指名に関する取り

決めが交わされます。ロータリーという名称の由来

ともなるその方式って？ 

Q5．ロータリーが創設された 1905 年、日本の年号

では明治 38 年になりますが、その頃日本はとある

国と開戦中でした。その戦争とは？ 
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【正解と解説】 

A1.Ｒｏｔａｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 

大文字、小文字の相違は正解。頭文字を合わせたの

がよく使う「RI」というわけです。もちろん、皆さ

ん正解ですよね？ 

A2.24 個 

車輪は初期の頃からロータリーのシンボルとして

用いられてきました。原形は、シカゴ RC のモンタ

ーグ・ベアという会員がデザインしたといわれてい

ます。1922 年にすべてのロータリークラブは単一共

通のデザインを採用すべきだということになり、

「ギア付き車輪に 24 個の歯車と 6 本のスポーク」

を配した現在のマークに近いものが採用されます。

現在と違うのは中心部に「楔穴」がなかったこと。

エンジニアである会員たちから、動力伝達用の「楔

穴」がなければうまく回転しないだろうという指摘

を受け、現在のマークに変更されました。翌 1923

年のことでした。 

A3．2 月 23 日 

1905 年 2 月 23 日のことでした。ロータリー創立記

念日ですから、もちろんご存じですよね。 

A4．輪番方式 

持ち回り方式、回転方式、ローテーション方式など

“回転”を意味するものなら正解。ポール・ハリス

がクラブの会合が会員の事務所で輪番に（ in 

rotation）開かれることや、役員が 1 年で交代する

ことから「Rotary」という呼称を提案したといわれ

ています。「Rotary」は「回転する」「回転式の」の

意味の形容詞です。名詞化して、円形交差点や輪転

機も「Rotary」ですね。いまでこそ決まった例会場

で例会が行われますが、会員が増えて各自の事務所

では手狭となるまでの、当初 3 か月は持ち回り開催

だったのです。 

A5．日露戦争 

その年の 5 月に日本海海戦があり、日本が勝利を決

定づけることになります。 

 

【例会予定】 

2/8  外部卓話 下田眞一郎様（ﾋﾛ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校長）   

2/15 地区大会会議 

2/22 ビジネス卓話 田代文明君 

2/29 外部卓話 山田敏夫様 

 

【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：2月4日（木）20：00～ 

場所：大和ハウス工業 

内容：国際奉仕 

 

日時：2月18日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：環境 

 

○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：2月3日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：2月17日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。 

 

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。 

 

◆RI ニュース（国際ロータリーHP より） 

R 財団のレイ・クリンギンスミス管理委員長は19日、

米国サンディエゴで開催中の国際協議会で次年度ガ

バナーに向けて講演し、財団の100周年となる2016-17

年度に祝賀行事を開催するよう呼びかけました。ガバ

ナーは「財団と世界34,000のロータリークラブの橋渡

し役」と管理委員長。「100周年祝賀行事の成功は皆

さんの手にかかっています。この特別な年度に思いを

寄せ、財団の達成を祝うことの重要性を会員に伝えて

ください」と述べました。1917年の創設以来、世界中

の何百万という人びとの生活をより良くするために

30億ドル以上を提供してきた R 財団の100周年は、5月

の韓国での国際大会に正式に開始となり、2017年のア

トランタ国際大会でクライマックスを迎えます。 

地区での取り組み 

第5100地区（米国オレゴン州）ガバナーエレクトのト

ム・ジェームス・マルコスさんは、地区内の会員に100

周年について伝えるとともに、地元メディアを通じて

情報を発信していく計画を立てています。ロータリー

の歴史の節目となる年度にガバナーを務めることを

誇りに感じていると言うマルコスさん。「一般の人に

R 財団のこれまでの功績を知ってもらう必要がある」

とし、次年度には地区で100万ドルの寄付目標を掲げ

ています。100周年は、財団活動の重要性を会員にあ

らためて伝え、さらに積極的に活動してもらう機会で

あると話すのは、第7080地区（カナダ、オンタリオ州）

ガバナーエレクトのビル・プロクターさんです。「財

団が成し遂げてきた多くの功績を祝う100周年行事に

よって、財団の未来に向けた勢いが増すでしょう」 

 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/rotary-foundation/foundation-centennial

