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ヒロ・デザイン専門学校長 下田眞一郎様、卓話をありがとうございました。 

5.台湾地震災害について 

⇒お見舞いのメール及び、お見舞い金（300,000 円）が

承認されました。 

6.3/20 オハイエくまもと音楽祭支援について（社会奉

仕委員会より） 

⇒予算より 50,000 円支出（楽器代等）が承認されまし

た。 

7.地区大会について 

⇒配布用ロータリーくまモンバッジ作成のため、熊本

南 RC から使用申請することが承認されました。また、

子ホストクラブへのご挨拶訪問を予定。 

 

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 ４５名 77.59％   ７６.３６％ 

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） 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。先週は色々なことが起こりま

した。まず、台湾台南市の地震によるマンション倒壊

で現在もまだ救出活動が行われています。心よりお見

舞い申し上げます。また、私もそうですが、野球好き

な方には特に残念な事件がございました。元プロ野球

選手の清原和博容疑者が覚せい剤所持で逮捕されまし

た。きっかけは分かりませんが、どのような理由があ

ったとしても決して許される行為ではないと思いま

す。 

 

定例理事会報告（後藤 博君） 

1.12/7年忘れ家族会収支報告 

⇒親睦活動委員会 古財委員長より報告 

2.1/12新年会収支報告 

⇒親睦活動委員会 古財委員長より報告 

3.雑賀庸泰様の入会について⇒承認されました。 

4.台北大同扶輪社来熊歓迎会の予算について 

⇒3/25 新茶家にて歓迎会予定。スマイル会計（姉妹ク

ラブ委員会）より予算の支出が承認されました。 

 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.地区大会会議 

 

        

 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

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 

 

 

 

 

第２４回例会記録（通算第 2674 回）  

平成 28（2016）年２月８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 

下田眞一郎様（ヒロ・デザイン専門学校長） 
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幹事報告（吉永彰一君） 

1.2016-17（次年度）R 手帳のご案内が届いております。購入

希望の方は申込書にご記入をお願いいたします。 

2.宇土 RC より「創立30周年記念式典・祝賀会」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.例会終了後「定例理事会」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。  

4.13：30 より熊日倶楽部にて「R 情報委員会・会員維持増強

委員会合同 IM」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。 

 

例会変更のお知らせ 

○東 RC～交換学生送別会のため時間場所変更 

[変更前] 2月16日（火）１2：30～ 

[変更後] 2月16日（火）１1：00～ 

[場  所] 熊本空港ビル 2F「団体待合室」 

○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」 

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 2月17日（水）１2：30～ 

[変更後] 2月20日（土）未定 

[場  所] 食彩航路 独歩 

○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」 

○北 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 2月18日（木）１8：30～ 

[場  所] 旬彩 福わ家 

○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」 

○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」 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 2月 29 日（月）１8：30～ 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月1日（火）１2：30～ 

[変更後] 3月1日（火）１8：30～ 

[場  所] 未定 

 

 

◆新入会員自己紹介 2回目（森本康文君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。2/1入会いたしました森本で

ございます。昭和50年2月3日生まれの41歳です。子供

が2人（小学4年・6年）おります。会社は株式会社ア

イスマイル企画と言いまして不動産売買を行ってい

ます。実家は阿蘇の方で牧場を営んでおりますので、

大学は宮崎大学農学部に進学し実家を継ぐ予定でし

たが、弟に実家の経営は譲り、現在に至っております。

会社の方は土地の開発、分譲、特に調整区域の開発（農

地転用）を専門に行っております。何かございました

ら遠慮なくご相談ください。今後ともご指導よろしく

お願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●社会奉仕委員会（三角雄介君） 

  

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。先週もお話いたしましたが、

社会奉仕委員会の今年度事業（RAC・IAC との共同事業）

で、3/20（日）オハイエくまもと「第7回とっておき

の音楽祭」への協力を行ないます。まずは2/27（土）

説明会を開催し、会員の皆さまへご案内したいと思い

ます。多数のご協力、ご参加をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。 

 

◆地区幹事報告（堀川貴史君） 

  

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。地区大会につきまして、2/3

現在の状況をご報告いたします。大会登録数812名、

交流会登録数340名となっております。交流会につき

ましては、会場となりますここホテル日航熊本内に託

児所を設ける予定ですので、是非奥さまやご家族にも

ご参加いただき、大会を盛り上げたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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◆2016-17（次年度）幹事報告（坂本研一君） 

  

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。次年度幹事の坂本です。次年

度各委員長様にはメール・FAX にて活動計画の提出を

お願いしております。2/26締切りとなっておりますが、

それをもとに、3月に次年度クラブ協議会を開催した

いと思います。皆さま、ご協力のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

●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 

古財良一君・坂本幸樹君 

 ヒロ・デザイン専門学校の下田校長にスマイルいたし

ます。卓話、楽しみにしております。 

○渕田俊郎君・永井富士雄君・藤見泰之君 

 本日の卓話者、ヒロ・デザイン専門学校長の下田様の

ご来訪に感謝しスマイルいたします。卓話を楽しみに

しております。 

○馬場大介君  Ⅲ 

 繁忙期でなかなか例会に出席できませんでした。お詫

びのスマイルです。追伸、エムロードさんのカーリン

ク熊本南店オープンおめでとうございます。併せてス

マイルいたします。 

○寿崎 肇君 

 2 月 2 日 4 つの財団の最後、寿崎育英財団の奨学生指

導会と理事会が無事に終わりました。皆さまのご協力

に感謝申し上げます。2 月 3 日と 4 日は熊本日赤病院

の人間ドックで、良い所も悪い所も昨年並みでした。

2 月 5 日は百百の会、木原稔先生の講演もあり OB 成功

者のお話に感激しました。昨日 7 日はガバナー諮問委

員会と米山学友会の設立総会。今後とも皆さんにお願

いは会議には参加してあげてください。 

○水野東洋君 

 本日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

です。 

 

●外部卓話（坂本研一君） 

「専門学校の役割とこれから」について 

（ヒロ・デザイン専門学校長 下田眞一郎様） 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

◆2/15 第 24 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

ロータリー理解度検定（３）最後は熊本南ロータリ

ークラブに関する問題です。 

Q11.熊本南ロータリークラブの設立年月日は？西

暦でお答えください。 

Q12.熊本南 RC の初代会長の名前は？ 

Q13.これまでの歴史の中で、熊本南 RC の会員数が

最も多かった年度の会員数は？ 

Q14.これまでに熊本南 RC が輩出した地区ガバナー

は何人？ 

Q15.ごくろうさまでした。最終問題です。この検定

の原形をつくった将来の第 2720 地区ガバナー候補

である熊本南 RC の会員名をフルネームでお答えく

ださい！ 

【正解と解説】 

A11.1958 年 9月 1 日 

もうすぐ 60 周年ですよ。 

A12.深水六郎氏 

幹事は和泉重雄氏。なお、深水パスト会長は初年度

から 3 年度まで、3 期会長職を務めておられます。 

A13.120 名 

1980-1981 年度。鑪会長、神谷幹事年度です。ちな

みに、会員維持増強委員長は杉田会員でした。 

A14.4 人 

1971-1972 年度 小田一昭パストガバナー 

1989-1990 年度 寿崎 肇パストガバナー 

1999-2000 年度 菅 敏郎パストガバナー 

そして本年度、野田三郎ガバナーの 4 名です。ちな

みに熊本 RC は 6 名のガバナーを輩出しています。

近いうちに逆転するかも？ 

A15.堀川貴史会員 

今回の検定問題の原形を作った会員で、本年度、地

区幹事として野田三郎ガバナーを支えております。

ロータリーと熟女が大好きで、近い将来、第 2720

地区のガバナーと目されているとか？ 

 

【例会予定】 

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。 

 

 


