第２７回例会記録（通算第 2677 回）
平成 28（2016）年２月２９日
9 年目を迎えたタイ・プロジェクト。大変お疲れさまでした！

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」

来訪者紹介

1.今日の歌

３/１５ 地区大会 来賓委員会会議

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.外部卓話 入部祥子様

＠くまもと県民交流館 パレア
３/２６-２７ RI 第 2720 地区 地区大会
＠市民会館崇城大学ホール

（オハイエくまもと 代表）

興梠研一様（熊本市観光文化交流局 課長）
徳永英知様（熊本市観光文化交流局）
村山陸奥雄様（熊本西 RC）

４/４
４/９

花見の会（場所未定）
米山奨学生 世話クラブ説明会
＠TKP ガーデンシティ熊本
４/１０ 2016-17 地区研修・協議会
＠ホルトホール大分

德田竜之介様（熊本西 RC）
本田一夫様（熊本西 RC）

例会変更のお知らせ
○05 福祉 RC～清掃作業のため時間場所変更
会長報告（後藤

博君）

[変更前] 3月8日（火）１2：30～

皆さま、こんにちは。本日は大変珍しい「うるう日」

[変更後] 3月8日（火）7：00～

の例会です。また、今朝は冬に逆戻りしたような寒さ

[場

となりましたが、週末は暖かくなるとの予報でした。

○平成 RC～作業例会のため日程場所変更

来月 26～27 日の地区大会には桜が咲いているといいな

[変更前] 3月9日（水）１2：30～

と思います。さて、先日「色」のお話をいたしました

[変更後] 3月12日（土）9：00～

が、今日は白と黒について少しお話したいと思います。

[場

白と黒は色の中に入っていますが、色として存在しま

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更

せん。白と黒というのは明るさ暗さを表すものです。

[変更前] 3月23日（水）１8：30～

つまりグレーも色として存在しないということです。

[変更後] 3月23日（水）１9：00～

黒はどんな色にも染まらないということで、おそらく

[場

裁判官は黒い法服を着用されているのではないかと思

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

います。

[日

所] 県民総合運動公園

所] 丸山ハイランド

所] 未定
程] 3月29日（火）１2：30～

○平成 RC～定款に基づき休会
臨時理事会報告（後藤

博君）

[日

程] 3月30日（水）１2：30～

1.山下洋一郎様・大津英敬様の入会について

○江南 RC～定款に基づき休会

⇒承認されました。

[日

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

程] 3月30日（水）１2：30～

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

○東南 RC～親睦会のため日程場所変更

◆野田三郎ガバナー報告

[変更前] 3月30日（水）１2：30～
[変更後] 3月30日（水）１8：30～
[場

所] アンジェロ

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3月31日（木）１2：30～
皆さま、こんにちは。2月18日～23日にポリオワク

幹事報告（吉永彰一君）

チン投与活動のためインド デリーへ行ってまいりま

1.宇土 RC より「創立30周年記念式典・祝賀会」のご案内が

した。日本からはロータリー関係者が50名、地区内か

届いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願

らは5名が参加しました。今回の活動の詳細は、地区

いいたします。

大会で映像を交え報告予定です。現地では3日間活動

2.菊南 RC より「創立30周年記念例会・式典」のご案内が届

いたしました。1日目はポリオ撲滅のパレードに参加、

いております。参加希望の方は申込書にご記入をお願い

沿道から現地の方が手を振って大変歓迎ムードでし

いたします。

た。2日目はブース対応で、ブースの中で5歳以下の子

3.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係各位は

供たちにワクチンの投与が行われ、帰りに文具を配布

ご参加をお願いいたします。

するということを行いました。最終日の3日目はスラ

4.例会終了後（臨時理事会後）「歴代会長会」を開催いたし

ム街を戸別訪問し、ワクチン投与が済んでいない子ど

ます。関係各位はご参加をお願いいたします。

もへの投与を行いました。粗末な家が並んでおり、子
供たちも裸足で生活していましたが、みんな元気で明
るく人懐っこい印象でした。今回の訪問で改めて日本

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

６３名

４０名

70.17％

８４.７４％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

は豊かだと実感しましたし、日本人として世界での役
割も改めて感じながら帰ってまいりました。また、今
年度 地区青少年交換事業で、台湾第3510地区よりバ
ナーをいただいておりますのでご報告申し上げます。

欠席記録免除者 2名
◆会長エレクト報告（漆島典和君）

０名（会員数には含まれません）

皆さま、こんにちは。2/27～28開催されました、会
長エレクト研修セミナー（PETS）に参加してまいりま

◆熊本西 RC 会長ご挨拶（村山陸奥雄様）

したのでご報告申し上げます。2016-17年度 RI 会長は

皆さま、こんにちは。本日は2/17（水）創立30周年

ジョン・ジャーム氏（アメリカ）、テーマは「人類に

記念例会のお礼で参りました。熊本南 RC の皆さまに

奉仕するロータリー」、第2720地区ガバナーは前田眞

は全員登録及び多数ご参加いただきありがとうござ

実氏（大分キャピタル RC）
、地区スローガンは「学ぶ、

いました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま

守る、育てる 未来に向けて」です。

す。
◆次年度幹事報告（坂本研一君）
◆新入会員自己紹介 1回目（雑賀庸泰君）

皆さま、こんにちは。次年度各委員長には活動計画
提出のお願いをしております。2/26が締切りとなって
おりましたので、未提出の委員長は早めの提出をお願
いいたします。
委員会報告
ございません。

氏名：雑賀 庸泰（さいが のぶやす ）君
生年月日：昭和46年9月15日

●スマイルボックス（藤見泰之君）

勤務先：さいが綜合法律事務所

○村山陸奥雄様・德田竜之介様・本田一夫様

趣味：サッカー・麻雀
推薦者：久峨章義君・後藤

先日の熊本西 RC 創立 30 周年記念例会には全員登録の
博君

上、ご参加いただきありがとうございました。本日は
お礼に伺いました。
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○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君

●外部卓話（坂本研一君）

古財良一君

「熊本城ホール整備事業」（仮称）について

熊本西 RC の村山会長はじめ、皆さまのご来訪を歓迎

興梠研一様（熊本市観光文化交流局 課長）

いたします。また、熊本市 MICE 推進課の興梠様と徳
永様の卓話を楽しみにしています。
○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君
雑賀庸泰さんの入会を歓迎いたします。
○渕田俊郎君・堀川貴史君・藤見泰之君・北口

誠君

熊本西 RC の皆さまのご来訪を歓迎いたします。また、
先週までインド、タイへの奉仕活動に参加された皆さ
ま、大変お疲れさまでした。ご無事で何よりです。
○渕田俊郎君
熊本市観光文化交流局 MICE 推進課 興梠課長・徳永様、
ご来訪ありがとうございます。
○杉光定則君
本日の卓話者、興梠研一様、徳永英知様のご来訪を歓
迎いたします。
○山内昭徳君・野口泰則君・今村浩昭君・坂本研一君
熊本西 RC の村山様・德田様・本田様、ご来訪ありが
とうございます。2/18（木）～23（火）タイ・プロジ
ェクト事業でタイ北部チェンライ地方のメコン寮に
て生活支援と教育支援事業を無事行ってまいりまし
た。皆さまからの温かい支援金も渡してまいりました。
ご協力ありがとうございました。
○喜讀宣友君
本日の卓話者、興梠様と徳永様のご来訪を歓迎いたし
ます。MICE 成功のため、スクラップ＆ビルド頑張らせ
ていただきます。
○喜讀宣友君
雑賀庸泰様のご入会を歓迎してスマイルいたします。
また、ご来訪者の熊本西 RC 村山様・德田様・本田様
を歓迎いたします。創立 30 周年おめでとうございま
す。記念例会お疲れさまでした。さらに、タイ・プロ
ジェクトに参加された皆さま、お疲れさまでした。
○田川憲生君

Ⅹ

2 月 3 日、肺がんの手術をし、10 日退院しました。大
きさは 7 ミリで左肺の上葉を切除しました。早々期が
んでリンパ腺への転移もなく、MRI・PET も OK で「ス
テージ 1A」でした。抗がん剤も不要です。ただし、喉
を痛め声が上手く出せません。3 ヶ月から半年かかる
そうで歌えません。ご迷惑をおかけします。
○寿崎 肇君
2/21～2/24 の幕張でありました「商業界セミナー」に
出席いたしました。講師の方々の商売十訓をテーマに
お話され、改めて商売の勉強をさせていただきました。
2/27～28 は人吉ローターアクト 40 周年記念で、RAC
のメンバーとご一緒し大変楽しいものでした。色々と
勉強させていただくことは健康のもとです。
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◆3/7 第 27 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
長らく続けてきましたロータリーの用語解説も今
回最後となりました。資料をご提供いただきました
寿崎パストガバナーには心から感謝申し上げます。
ロータリーの用語（１１）
ロータリー創始者（Ｆｏｕｎｄｅｒ

ｏｆ Ｒｏｔａ

ｒｙ）
1905 年、シカゴに最初のロータリークラブを創立した
ポール・Ｐ・ハリス。
ロータリーの標章（Ｒｏｔａｒｙ

Ｍａｒｋ）

ロータリーの標章には、「ロータリー」という語、ロ
ータリー徽章、そのほか多くの言葉とロゴが含まれる。
詳しくは『2013 年手続要覧』P.93～P.104「ロータリ
ーの標章と保護」を参照。
ロータリーの目的（Ｏｂｊｅｃｔ

ｏｆ

Ｒｏｔａｒ

ｙ）
ロータリーの目的とクラブ会員の責務について簡潔
に記述した声明。RI 定款と標準ロータリークラブ定款
第 4 条に規定されているように、有益な事業の基礎と
しての奉仕の理想を奨励し、これを育むのがロータリ
ーの目的である。
ロータリー平和センタープログラム（Ｒｏｔａｒｙ
Ｐｅａｃｅ

Ｃｅｎｔｅｒｓ

Ｐｒｏｇｒａｍ）

ロータリー財団による教育的プログラム。世界の 7 つ
の大学に設けられた 6 つの「ロータリー平和センター」
で奨学生は学ぶ。
◆2/18～23 タイ・プロジェクト in チェンライ
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