第２５回例会記録（通算第 2675 回）
平成 28（2016）年２月１５日
R I 第 2 7 2 0 地 区 20 15 -2 016 年 度 地 区 大 会 ま で 「 あ と 少 し 」

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

来訪者紹介

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

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

4.会員卓話 田代文明君

３/５ 八代南 RC 創立 40 周年記念式典
＠やつしろハーモニーホール
３/２６-２７ RI 第 2720 地区 地区大会
＠市民会館崇城大学ホール

鶴田倫明様（玉名 RC）
吉永博之様（玉名 RC）
大石 勉様（玉名 RC）
高木幸照様（玉名 RC）
山内 卓様（熊本 RC）
早川貴士様（株式会社 RKK メディアプランニング）
野田珠実様

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。

会長報告（後藤

博君）

皆さま、こんにちは。まず、先週開催されました「定

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

例理事会」のご報告です。

南 RC から使用申請することが承認されました。また、

1.12/7年忘れ家族会収支報告⇒親睦活動委員会 古財

子ホストクラブへのご挨拶訪問を予定。
さて、先週末は春の陽気でしたが、今日はまた寒さ

委員長より報告
2.1/12新年会収支報告

が戻り、朝から雪も舞っていました。もうしばらくは

⇒親睦活動委員会 古財委員長より報告

冬物のコートが必要のようです。服装の TPO について

3.雑賀庸泰様の入会について⇒承認されました。

何度かお話しておりますが、今日は色について少しお

4.台北大同扶輪社来熊歓迎会の予算について

話をしたいと思います。就任挨拶等でよく使用される

⇒3/25 新茶家にて歓迎会予定。スマイル会計（姉妹ク

色に「赤」がございます。赤は攻撃の色ですが、自分

ラブ委員会）より予算の支出が承認されました。

の言っていることが正解ですよ、と相手を言い含める

5.台湾地震災害について

効果もございます。逆にクレーム対応等の場合は気を

⇒お見舞いのメール及び、お見舞い金（300,000 円）が

静めるブルー系の色を使用されると良いかと思いま
す。

承認されました。
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

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

幹事報告（吉永彰一君）

○平成 RC～作業例会のため日程場所変更

1.2016-17（次年度）R 手帳のご案内が届いております。購入

[変更前] 3月9日（水）１2：30～

希望の方は申込書にご記入をお願いいたします。（再回

[変更後] 3月12日（土）9：00～

覧）

[場

2.宇土 RC より「創立30周年記念式典・祝賀会」のご案内が

所] 丸山ハイランド

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更

届いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願

[変更前] 3月23日（水）１8：30～

いいたします。（再回覧）

[変更後] 3月23日（水）１9：00～

3.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各位は

[場

ご参加をお願いいたします。

所] 未定

○平成 RC～定款に基づき休会

4.2/29「歴代会長会」開催予定です。関係各位へご案内を

[日

程] 3月30日（水）１2：30～

いたしますので、ご参加をお願いいたします。
5.R の友地区代表委員の高宮 宏会員よりロータリーの誕生

◆玉名 RC よりご案内（鶴田倫明様）

日（2/23）についてのお願いが届いております。
臨時理事会報告（後藤

博君）

1.台北大同扶輪社来熊歓迎会の追加予算について
⇒追加予算が承認されました。（合計712,000円予算）
2.3/20 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）

10/22創立50周年記念式典のご案内がございました。

⇒事業計画案で承認されました。また、寿崎奨学生の参
加を承認。

◆新入会員自己紹介 3回目（森本康文君）

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

75.00％

７８.９４％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

皆さま、こんにちは。3回目の今回は趣味について

欠席記録免除者 2名

お話します。小中学生の頃は野球、高校では陸上をし
ておりましたが、大学が宮崎大学でしたので、せっか

０名（会員数には含まれません）

くならここでしかできないことをやろうと思いサー
フィンを4年間していました。卒業後、阿蘇の実家に

例会変更のお知らせ

戻りましたので、スキー場が近くスノーボードを始め、

○りんどう RC～西 RC 創立 30 周年記念例会へ日程等変更

今も続けています。また実家の家業の関係で競走馬の

[変更前] 2 月 25 日（木）１9：00～

生産も5年ほどやっていました。ゴルフはまだまだ初

[変更後] 2 月 17 日（水）１8：30～

心者ですので、ラウンドできるようになったら是非ご

[場

一緒したいと思います。今後ともどうぞよろしくお願

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

い申し上げます。

程] 2 月 29 日（月）１8：30～

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

委員会報告

[変更前] 3月1日（火）１2：30～

●世界社会奉仕委員会（今村浩昭君）

[変更後] 3月1日（火）１8：30～
[場

所] 未定

○東 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）１9：00～
[場

所] 松屋本館

皆さん、こんにちは。2/18～23の日程で「タイ・プ
ロジェクト」（メコン寮視察及び支援）に行ってまい
ります。参加メンバーは山内昭徳会員・野口泰則会
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員・坂本研一会員・原

裕一会員と私です。世界社会

○向臺行雄君

奉仕委員会予算から300,000円（米支援と日本語教育）

玉名 RC の鶴田会長他 3 名の方々のご来訪を心より歓

と、皆さまからの支援金を持ってまいります。ご協力

迎いたします。玉名 RC では、当社の玉名営業所長が

ありがとうございました。

大変お世話になっております。所長ともども引き続き
よろしくお願いいたします。

●社会奉仕委員会（三角雄介君）

○寿崎

肇君

2 月 13 日八代での OB 会に招待されました。50 名程度
の人たち大体 60 歳代ですが、私に叱られたことの話
が多く立つ瀬のない気持ちでしたが、今の成功のお話
など聞かせてもらうとホッとするひと時でした。感謝
してスマイルさせていただきます。
皆さん、こんにちは。3/20（日）オハイエくまもと
「第7回とっておきの音楽祭」と、それに伴います2/27

●地区大会全体会議（地区大会実行委員会）

（土）説明会のご案内をしております。多数のご協
力・ご参加をお待ちしております。また、欠席される
場合でも回答を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）
○鶴田倫明様・吉永博之様・大石

勉様・高木幸照様

Ⅴ

本日は玉名 RC のスポンサークラブである熊本南 RC の
皆さまにご挨拶に参りました。色々と勉強させていた
だきます。2016 年 10 月に玉名 RC は創立 50 周年を迎
えます。色々とお世話になりますが、どうぞよろしく
お願いいたします。

皆さま、こんにちは。今日は熊本南 RC 内での最後

○後藤 博君・吉永彰一君・漆島典和君・古財良一君

の全体会議でございます。地区大会まで日曜を除きま

本日の来訪者、玉名 RC の皆さまと熊本 RC の山内様及

すと約 1 ヶ月となりました。日頃は地区大会に向け

び野田ガバナー夫人を歓迎します。

色々と準備を進めていただき、誠にありがとうござい

○野田三郎君

ます。一方、コ・ホストクラブを含めました実行委員

今日の例会には家内も同席させていただいておりま

会にも各委員会の委員長様にはご出席をいただきあ

す。どうぞよろしくお願いいたします。玉名 RC の皆

りがとうございます。お陰さまで昨年 10 月より 3 回

さま、ようこそいらっしゃいました。また、3 月の第

会議を実施し、地区大会へ向けての準備も進んできて

2720 地区 地区大会もよろしくお願いいたします。

います。これまでには、地区幹事の堀川貴史会員はじ

○渕田俊郎君・堀川貴史君

め、地区副幹事の皆さまにも大変ご尽力をいただいて

RKK メディアプランニングの早川さん、玉名 RC の皆さ

おります。特に堀川貴史幹事は自分の仕事はさておき、

まと熊本 RC の山内様のご来訪を心より歓迎いたしま

地区内における諸事の調整・クラブ内のサポート等、

す。また、本日は貴重な卓話の時間を地区大会の準備

大変多忙な日々を送っていただいています。本当にお

の時間に使わせていただき、ありがとうございます。

疲れさまでございます。すでに当日出席される RI 会

地区大会の方もご協力よろしくお願いいたします。

長代理（RI 元会長 李東建様）、国内外からの姉妹ク

○坂本研一君・園田修司君・永井富士雄君・三角雄介君

ラブの方、並びにガバナー・パストガバナーや来賓の

藤見泰之君・坂本幸樹君・井上雅文君・北口

誠君

方々のリストも見えてきています。また、野田ガバナ

鎌田 剛君

ーにおかれましては、今週より今大会のメインプログ

玉名 RC の鶴田会長・大石幹事・吉永様・高木様のご

ラムであります「ポリオ・ダバイ・ピライエ」の現地

来訪と、熊本 RC の山内様のメーキャップを歓迎しス

活動のためインドへ赴かれます。記録・収録のメンバ

マイルいたします。

ーとして古財良一会員と RAC の方も同行されます。是
非このプロジェクトの成功とご無事を祈念いたしま
す。これからが各委員会の役割の細かなすり合わせが
大事になってまいります。皆さまには年度末も近まり
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ご多忙のことと存じますが、ご協力のほどよろしくお
願い申し上げます。（渕田俊郎君）

◆2/22 第 25 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
ロータリーの用語（９）
ローターアクト（Ｒｏｔａｒaｃｔ）
18～30 歳の大学生および若い成人のためのクラブ。ア
イデアを広げ、地域社会に貢献し、末永い友情を築く。
ロータリアン（Ｒｏｔａｒｉａｎ）
ロータリークラブの会員。
ロータリーＥクラブ（Ｒｏｔａｒｙ

Ｅ－Ｃｌｕｂ

ｓ）
直接顔を合わせた会合を開く代わりに、主にインター
ネット上で例会を開く。通常のクラブと同様、奉仕プ
ロジェクト、募金行事、親睦活動を行い、従来のクラ
ブが有するすべての権利、特権、要件を有する。
ロータリー衛星クラブ（Ｒｏｔａｒｙ
ｉｔｅ

Ｓａｔｅｌｌ

Ｃｌｕｂｓ）

いわば「クラブの中にあるクラブ」。例会は別に開く
が、会員はスポンサークラブの正会員でもあり、2 つ
の会員種類を同時に持つ。ロータリークラブとは異な
るので加盟認証状は発行されない。衛星クラブ会員数
が 20 人を超え、ロータリークラブとしての加盟を希
望し手続き完了後、加盟認証状が贈呈される。
ロータリー親睦活動（Ｒｏｔａｒｙ

Ｆｅｌｌｏｗｓ

ｈｉｐｓ）
友情と親睦を深めるために、共通の職業的活動、また
はレクリエーション活動を遂行する目的で結束した
ロータリアンのグループ。公式認定は国際ロータリー
の審査と承認、設置方針に基づく。
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