第２３回例会記録（通算第 2673 回）
平成 28（2016）年２月１日
森本康文君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを ！

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」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.外部卓話 下田眞一郎様

来訪者紹介

（ヒロ・デザイン専門学校長）

石﨑公太郎様（肥後大津 RC）
小栗宏夫様（熊本 RC）
養父信義様（日田中央 RC）

会長報告（後藤

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 PETS＠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

博君）

皆さま、こんにちは。まず、1/25 臨時理事会のご報
告です。熊本西 RC 創立 30 周年記念例会について⇒「全

2.3/26地区大会の出欠回答がまだの方は至急事務局まで
返信をお願いいたします。

会員登録」とすることが承認されました。熊本西 RC は
当クラブの子クラブとなります。子クラブの記念行事

例会変更のお知らせ

につきましては「全員登録」としております。今回も

○東 RC～職場訪問のため日程場所変更

同様の扱いとなりましたので、どうぞよろしくお願い

[変更前] 2月9日（火）１2：30～

いたします。さて、皆さまはホテルに来て席に着く場

[変更後] 2月6日（土）１2：00～

合、どちら側からお座りになりますか？実は正式な座

[場

り方がございます。正式には椅子の左側からになりま

○りんどう RC～定款に基づき休会

す。なぜ左側からかと申しますと、昔は皆さんサーベ

[日

ルを下げていました。ほとんどの方が右ききでサーベ

○西 RC～創立 30 周年記念例会のため時間場所変更

ルは左側に下げていますので、右側から座ろうとする

[変更前] 2月17日（水）１2：30～

とサーベルが邪魔になります。そのため今でも正式な

[変更後] 2月17日（水）１8：30～

座り方は左側からとなっています。

[場

所] 済生会熊本病院
程] 2 月 11 日（木）１2：30～

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
幹事報告（吉永彰一君）

[変更前] 2月17日（水）１2：30～

1.2/17熊本西 RC 創立30周年記念例会の出欠回答がまだ

[変更後] 2月17日（水）１8：30～

の方は至急事務局まで返信をお願いいたします。
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

[場

所] ホテル熊本ニュースカイ 2F 「ストリングス」

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

○北 RC～親睦会のため場所変更

委員会報告

[日

程] 2月18日（木）１8：30～

●親睦活動委員会（桑原幸雄君）

[場

所] 旬彩 福わ家

［誕生祝］

［結婚祝］

○中央 RC～西 RC 創立 30 周年記念例会へ日程場所変更

野田三郎君

2.1

阪田英治君

2.4

[変更前] 2月19日（金）１2：30～

山本

円君

2.1

塚本 侃君

2.7

[変更後] 2月17日（水）１8：30～

藤見泰之君

2.1

星野誠之君

2.10

[場

所] ホテル熊本ニュースカイ 2F 「ストリングス」

森本康文君

2.3

川越

2.27

○りんどう RC～西 RC 創立 30 周年記念例会へ日程等変更

杉田辰彦君

2.9

[変更前] 2 月 25 日（木）１9：00～

髙宮

宏君

2.10

[変更後] 2 月 17 日（水）１8：30～

平尾豊幸君

2.13

[場

木村弘訓君

2.14

塚本 侃君

2.17

所] ホテル熊本ニュースカイ 2F 「ストリングス」

武君

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

４２名

73.68％

８２.７５％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）
［誕生祝］

◆日田中央 RC よりご案内（養父信義様）
●社会奉仕委員会（三角雄介君）

皆さま、こんにちは。日田中央 RC の養父と申しま
す。本日は創立40周年記念式典のご案内に伺いました。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております。どうぞ

業のお知らせです。3/20（日）オハイエくまもと「第
メリカ空軍音楽隊コンサート開催の二つが決定しま

程】4月23日（土）18：00～記念式典

した。まず、皆さまには3/20オハイエくまもと音楽祭

19：30～祝賀会
【場

皆さん、こんにちは。社会奉仕委員会より今年度事
7回とっておきの音楽祭」への協力と、6/21（火）ア

よろしくお願いいたします。
【日

［結婚祝］

へのご参加とご協力をお願いいたします。詳細につき

所】マリエールオークパイン日田

ましては後日改めてご案内させていただきます。
◆新入会員自己紹介 1 回目（森本康文君）

●R 財団委員会（原

氏名：森本康文君

裕一君）

皆さん、こんにちは。1/31（日）2016-17年度 R 財

生年月日：昭和50年2月3日

団地区補助金セミナーに参加してまいりました。内容

勤務先：株式会社アイスマイル

は地区補助金等の活用についての説明がございまし

趣味：競走馬の生産・釣り・スノーボード・読書

た。また、2016年1月現在のクラブ寄付につきまして、

ゴルフ

熊本では玉名 RC に次いで当クラブとなっています。

推薦者：漆島典和君・田代文明君

当クラブの事業で補助金の利用ができるかはまだ不
明ですが、まずは申請を行いたいと思います。
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●スマイルボックス（藤見泰之君）
○養父信義様（日田中央 RC）

○森本康文君

Ⅲ

漆島様・田代様、歴史と伝統ある熊本南ロータリーク

ご来訪スマイル
○小栗宏夫様（熊本 RC）

ラブに推薦いただき、ありがとうございます。また、
Ⅱ

熊本南ロータリークラブの皆さま、入会のご了承あり

熊本 RC から参りました小栗です。本日はよろしくお

がとうございました。今後ともよろしくお願い申し上

願いいたします。

げます。

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君

○杉光定則君

古財良一君・木村仁治君

本日は卓話をさせていただき、RKK の PR をさせていた

熊本 RC 小栗様、肥後大津 RC 石﨑様、日田中央 RC 養

だきます。また、終了後 13：53 熊本発の新幹線に飛

父様のご来訪を心より歓迎申し上げます。また、森本

び乗りますので、卓話終了後速やかに退席させていた

様のご入会を心より歓迎申し上げます。加えて杉光会

だきます。お詫びのスマイルです。

員の卓話を大変楽しみにしております。

○寿崎

○渕田俊郎君・堀川貴史君・今村浩昭君

肇君

昨日 1/31（日）ロータリー財団のセミナーに出席しま

日田中央 RC 養父様、肥後大津 RC 石﨑様、熊本 RC 小

した。財団の活用はクラブ数の少ない大分の方が活発

栗様を歓迎してスマイルいたします。養父さんは大分

のように見受けました。ガバナー輩出の当クラブも第

第 1G 直前ガバナー補佐、石﨑さんは現熊本第 2G ガバ

2720 地区のお手本になるとよいなと思いました。昔に

ナー補佐、同じテーブルには次期熊本第 4G ガバナー

比べて申請等はずっと楽になっております。勉強させ

補佐の塚本会員もいらっしゃいます。すごいテーブル

ていただき、ありがとうございました。

になっています。よろしくお願いいたします。

○星野誠之君

○齊藤直信君・井上雄一朗君・水野東洋君

本日は熊本市の委員会出席のため途中で退席させて

熊本 RC の小栗様のご来訪を歓迎いたします。当クラ

いただきます。申し訳ありません。お詫びのスマイル

ブの例会をお楽しみください。また、今後共、公私共々

です。

よろしくお願いいたします。
○星野誠之君

●ビジネス卓話（木村仁治君）

肥後大津 RC の石﨑会員の訪問を歓迎します。石﨑さ

「RKK 熊本放送の活動」について（杉光定則君）

んは私の母親が大津中学校で教えていた時の教え子
で、とてもご縁を感じます。例会をお楽しみください。
○山内昭徳君・野口泰則君・喜讀宣友君・永井富士雄君
本日の卓話者 杉光会員に感謝しスマイルいたします。
期待しております。また、森本康文様の入会を歓迎し
スマイルいたします。
○藤見泰之君・田代文明君
森本康文さんの入会を心より歓迎いたします。たくさ
んの友をつくり、ロータリー活動を一緒に楽しみまし
ょう！森本さんがシングルプレイヤーになるのを楽
しみにしています。
○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・永井富士雄君・藤見泰之君
北口 誠君・木村仁治君
有限会社ゴトーテーラー（後藤

博会員）の 50 周年、

心よりお祝い申し上げます。今日の花柄のシャツのよ
うに今後ますますのご発展、華々しいご活躍を祈念申
し上げます。また、おしゃれなボールペンをありがと
うございます。大事に使わせていただきます。
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正解と解説
A6.公衆便所ポール・ハリス曰く「私は社会奉仕の
重要性を考えて、シカゴロータリークラブに対し、
市当局や他の市民団体にも呼びかけて、シカゴ市内
に公衆便所を作る運動を始めるように勧めました。
私たちの最初の企てとしては、ほかにもっと魅力あ
る事業を選ぶことが出来たかもしれませんが、これ
以上大勢の人たちを動かす目標を見つけるのは難
しかったと思います。」
A7.サンフランシスコ RC
これは難問。アメリカ以外では、1910 年にカナダの
ウイニペグで、ヨーロッパでは、1911 年に北アイル
ランドのベルファストと、アイルランドのダブリン
にクラブが設立されています。そして全世界へと拡
がっていくことになります。
A8.東京 RC
1920 年(大正 9 年)に設立総会が開かれ、翌 1921 年
4 月に加盟認証されました。
A9.米山梅吉
日本のロータリーの創始者と呼ばれる三井銀行の
重役、米山梅吉は、1918 年に財政調査団の一員とし
て渡米しました。そこで、最初の日本人ロータリア
ンであるテキサス州ダラスロータリークラブの会
員、福島喜三次（ふくしま・きそじ/三井物産系列
の東洋綿花代表）と出会い、ロータリーに深い関心
を持つことになります。1920 年には、その福島喜三
次も帰国し、氏の功績を讃えて、1952 年に東京 RC

◆2/8 第 23 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

が“1 ヶ月分のタバコ代を節約して、留学生支援に”

ロータリー理解度検定（２）

のスローガンのもと始めた「米山基金」が基礎とな

Q6.1907 年、シカゴロータリークラブは最初の社会

って、今日に継承されています。

奉仕プロジェクトを実施します。シカゴ市役所近く

A10.関東大震災

にあるものを作りました。あるものって？

大震災により、関東一円は東京・横浜などを中心に

Q7.1909 年、シカゴロータリークラブに続いて 2 番

壊滅的打撃を受けることになります。これを知った

目のロータリークラブがアメリカで設立されまし

当時のガイ・ガンディーガーRI 会長は、すぐさまお

た。何ロータリークラブでしょう？

見舞いの電報と共に 25,000 ドルを大阪 RC を通じて

Q8.では、日本最初のロータリークラブは？1920 年

東京 RC に送金してきました。さらに、シカゴ RC、

の設立です。

サンフランシスコ RC、ニューヨーク RC を始め続々

Q9.では、その日本最初のロータリークラブの初代

と義援金が寄せられ、その総額は 89,000 ドル（現

会長で、日本のロータリーの創始者として知られる

在の貨幣価値に換算するとおよそ 3 億円）にも達し

人物は誰？

ました。このことによって、東京 RC の会員たちは

Q10.設立間もない頃の日本のロータリーは出席率

ロータリー運動が何たるかを認識・理解したといわ

も低く、例会も定期的に行われず、また社会の認知

れています。その後、日本各地にロータリークラブ

度も低く、早々存続の危機に立たされます。そうし

が誕生するきっかけにもなりました。ガイ・ガンデ

た 1923 年（大正 12 年）9 月 2 日にある自然災害が

ィーガー会長は「ロータリーの通解」の著者として

起こり、そのことへの対応で、ロータリーは一気に

も有名ですね。

日本での認知度を高めることになりました。さて、
その自然災害って？
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