第２８回例会記録（通算第 2678 回）
平成 28（2016）年３月７日
誕生祝 いも 「あ と少 し」 ポー ズで 。お めで とう ござ います ！

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

1.今日の歌
2.来訪者紹介

３/１５ 地区大会 来賓委員会会議
＠くまもと県民交流館 パレア

3.会長･幹事・各委員会報告
4.外部卓話 上坂 智様

３/２６-２７ RI 第 2720 地区 地区大会
＠市民会館崇城大学ホール
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

入部祥子様（オハイエくまもと 代表）
高橋裕文様（熊本県水泳協会 水球委員会）

会長報告（後藤

博君）

皆さま、こんにちは。やっと暖かくなってまいりま
した。そろそろ薄手のコートに変えられる時期ではな
いでしょうか？さて、皆さんも履かれると思いますブ
ーツですが、実はホテル等の場所にはふさわしくござ
いません。ブーツは長靴扱いとなります。お宅訪問を
される場合は避けられた方がよいかと思います。また、
服を購入した際に残布（生地のあまり切れ）がついて
いるかと思います。既製品ですと 5 センチ四方ほどで
すが、オーダーメイドですと最低でも 20×40 センチ四
方のものがついております。これで上襟が汚れたりし
た時に変えることができるようになっていますが、残
布にはもうひとつの使い方がございます。服にファン
デーションが付いてしまった時、残布（できれば同じ
生地の）で擦るとほぼ取れます。ただ、残布を持ち歩
くのも大変ですので、外出中付いてしまった時は袖の
裏側等目立たない部分で擦るとほぼ取れます。ただし
完全に落ちるわけではございませんので、衣替えの時
期にクリーニングに出していただけますと、きれいに

○グリーン RC～合同例会のため日程変更
[変更前] 3月14日（月）１8：30～
[変更後] 3月17日（木）１8：30～
[場

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

所] ホテルキャッスル

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3月22日（火）１2：30～

○平成 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 3月23日（水）１8：30～
[変更後] 3月23日（水）１9：00～
[場

所] 未定

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 3月23日（水）１2：30～
[変更後] 4月1日（土）18：10～
[場

所] 樹京

○水前寺公園 RC～地区大会のため日程場所変更
[変更前] 3月23日（水）１8：30～
[変更後] 3月26日（土）9：10～
[場

取れるかと思います。
熊本南 RC 事務局：〒860-8536

例会変更のお知らせ

所] 市民会館崇城大学ホール

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

○05 福祉 RC～定款に基づき休会

で、回答がまだの方は早めの返信をお願いいたします。

[日

また、出席のほどよろしくお願い申し上げます。

程] 3月29日（火）１2：30～

○西 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 3月29日（火）１2：30～

委員会報告

[変更後] 3月29日（火）18：30～

●親睦活動委員会（森本康文君）

[場

所] ロシア料理 ボルガ

［誕生祝］

［結婚祝］

○平成 RC～定款に基づき休会

川越 武君

3.3

永井富士雄君

3.2

[日

今村浩昭君

3.4

丸山浩之君

3.2

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

漆島典和君

3.9

高宮 宏君

3.6

[変更前] 3月30日（水）１2：30～

後藤 博君

3.14

濱田定勝君

3.19

[変更後] 3月30日（水）１8：30～

桑原幸雄君

3.15

[場

寿崎 肇君

3.16

○江南 RC～定款に基づき休会

古財良一君

3.26

[日

園田修司君

3.27

程] 3月30日（水）１2：30～

所] アンジェロ
程] 3月30日（水）１2：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3月30日（水）１2：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3月30日（水）１2：30～

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3月31日（木）１2：30～

幹事報告（吉永彰一君）
1.熊本西 RC より創立30周年記念式典例会参加のお礼が届

［誕生祝］

いております。
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。（再回覧）
3.菊南 RC より「創立30周年記念例会・式典」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。（再回覧）
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

４１名

71.93％

９１.２２％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

［結婚祝］
●姉妹クラブ委員会（西川尚希君）

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

◆次年度幹事報告（坂本研一君）

皆さま、こんにちは。姉妹クラブであります台北大
同扶輪社より会員とご家族、総勢35名が3/26地区大会
参加のため来熊されます。つきましては3/25（金）歓
迎会を開催いたします。詳細は後ほどご案内いたしま
す。多数のご参加をお待ちしております。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

皆さま、こんにちは。4/10（日）開催されます「次
年度地区研修・協議会」のご案内を次期各委員長宛に
送付しております。締切りが3/9となっておりますの
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●青少年奉仕委員会（倉崎保広君）

○雑賀庸泰君
入会させていただきありがとうございます。今後とも
よろしくお願いします。
○山本

円君

昨日、全国高校ラグビーセブンス県予選大会があり、
見事に息子が所属する九州学院ラグビー部が優勝し
ました。お祝いのスマイルです。7 月に大会がありま
す。物販よろしくお願いいたします。
○寿崎

肇君

3 月になりました。もうすぐ桜見ができます。あと何
回桜見ができるのか、今年はじっくり楽しませていた
皆さま、こんにちは。本日は青少年奉仕委員会事業

だきます。健康に感謝してスマイルいたします。

であります水球につきまして、お知らせとお願いです。
ご承知のことと思いますが、リオデジャネイロ五輪に

●外部卓話（木村仁治君）

水球が32年ぶりに出場します。
「ポセイドンジャパン」

「オハイエくまもとの活動」について

と呼ばれていますが、そのキャプテンが熊本市出身の

入部祥子様（オハイエくまもと代表）

志水祐介選手です。出身地である熊本でも応援すべく、
田川憲生会員に発起人代表になっていただき、ここホ
テル日航熊本にて壮行会を開催したいと思っており
ます。是非ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●スマイルボックス（藤見泰之君）
○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君
堀川貴史君・坂本幸樹君・木村仁治君
オハイエくまもとの入部様、熊本県水泳協会の高橋様
のご来訪を心より歓迎いたします。オハイエくまもと
入部様、毎年お世話になっております。卓話楽しみに
しております。
○渕田俊郎君・高宮

宏君

オハイエくまもとの入部さん、いらっしゃい！杉光定
則会員、RKK メディアプランニング社長就任おめでと
うございます。また、3/12（土）工藤青史会員の「熊
本を追い出す会」を開きます。時間のある方はご連絡
ください。
○坂本研一君・永井富士雄君・古財良一君・園田修司君
丸山浩之君・三角雄介君・藤見泰之君・北口

誠君

オハイエくまもと代表の入部様のご来訪を歓迎いた
します。毎年毎年卓話をありがとうございます。また、
3/20 の音楽祭もよろしくお願いいたします。お酒控え
めで頑張ります。
○喜讀宣友君・倉崎保広君・今村浩昭君・原
星野誠之君・鎌田

裕一君

剛君

熊本県水泳協会水球委員の高橋先生のご来訪をとて
もとても歓迎します！水球競技の益々の発展と高橋
先生のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
○杉光定則君・原

裕一君

本日の卓話者、入部祥子様に心から感謝いたします。
3 月 20 日オハイエ音楽祭の成功を祈念しております。
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◆3/14 第 28 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
サーヴヰスと奉仕
米山梅吉さんは第１回地区協議会の席上、「サーヴヰ
スと云う言葉は実に難しいものである。従って日本語
に訳さず英語のままの方が良い」と発表されて、それ
を守っています。ポール・ハリスの著書「Ｔｈｉｓ
ｏｔａｒｉａｎ

Ｒ

Ａｇｅ」の翻訳ではすべて「サーヴ

ヰス」で通していますが、米山さん逝去後の再版に奉
仕とあるのは著者の意向を尊重すべきとの指摘があ
ります。
1938 年 10 月発行の日本語版定款細則第１号には奉仕
とあり、ガバナーを監督と訳しています。当時軍部や
右翼の弾圧を柔らげる手段として、例会で「君が代」
を唄う習慣が始まったように、英語反発に対する緩和
策だったのでしょうか。
RI 公認手続要覧 9 カ国語の一部を紹介すれば、フラン
スとイタリアはアクションと訳し、スウェーデンは英
文の儘で、非公認ながら台湾は服務とあります。
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