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3 月で退会の工藤青史君・岩野衆次君、今後益々のご活躍を祈念いたします！ 

2.金井昌道様の入会について 

⇒承認されました。 

 

例会変更のお知らせ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  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～ 

[変更後] 3月29日（火）18：30～ 

[場  所] ロシア料理 ボルガ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3月30日（水）１2：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[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 

 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。例会場での 3 月の例会は本日

が最後となります。翌週 3/21 は祝日のため休会、翌々

週 3/28 は 3/26～27 地区大会へ振替となりますのでご

注意ください。また、会社勤務の方は異動の時期とな

ります。残念ながら当クラブでも転勤等に伴い退会の

方がいらっしゃいますので、後ほどご挨拶をお願いい

たします。さて、先週のお話の続きです。服に口紅が

付いた時の落とし方ですが、新しい消しゴムで擦ると

ほぼ取れます。白いシャツですと多少残りますが、何

度か洗うときれいになると思います。 

 

定例理事会報告（後藤 博君） 

1.工藤青史君・岩野衆次君の退会について 

⇒承認されました。 

「2015-16 第 2720 地区 地区大会」 

1.国歌斉唱・ロータリーソング 

2.来賓紹介 

3.物故会員追悼 

4.来賓祝辞 

5.ガバナー他挨拶 

6.メインプログラム 

7.各種表彰 

8.各委員会報告 

9.次年度地区大会ホストクラブ挨拶 

10.RI 会長代理大会所感 

11.ガバナー大会所感 

 

 

 

        

 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

４/４  花見の会＠熊本城不開門 

４/９  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 

 

 

 

 

第２９回例会記録（通算第 2679 回）  

平成 28（2016）年３月１４日 

    

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 

上坂 智様（女子野球チーム「暴れん坊ガールズ」

代表） 

田上安徳様（熊本西南 RC） 

徳永隆正様（熊本西南 RC） 

石田誠人様（熊本西南 RC） 

彭 冬冬君（寿崎奨学生） 

盧 一卉君（寿崎奨学生） 
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○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  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～ 

○北 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3月31日（木）１2：30～ 

[変更後] 3月31日（木）１8：30～ 

[場  所] はや川 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月5日（火）１2：30～ 

[変更後] 4月5日（火）１9：00～ 

[場  所] ダイニングカフェ彩 

 

幹事報告（吉永彰一君） 

1.3/21（月）例会は「祝日のため休会」、3/28（月）例会は

3/26（土）～27（日）「地区大会」に振替のためございませ

ん。ご注意ください。 

2.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。 

3.例会終了後（定例理事会終了後）「2016-17（次年度）クラブ

協議会」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。 

 

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 ３８名 66.66％   ８１.０３％ 

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） 

 

◆熊本西南 RC 会長ご挨拶（田上安徳様） 

  

 

 

 

 

 

 創立40周年記念式典のご案内がございました。 

 [日  程] 2016年6月18日（土）14：30点鐘 

                     14:45～式典 

                     18:30～祝宴 

[場  所] ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

[登録料] 会員10,000円/ご家族5,000円 

◆野田三郎ガバナー報告 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。地区大会まで12日となり、い

よいよ迫ってまいりました。熊本南 RC の皆さま、特

に実行委員会の皆さまには大変お世話になります。地

区大会が無事成功裏に終わりますよう、皆さま方のご

支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◆地区大会実行委員会報告（渕田俊郎君） 

  皆さま、こんにちは。地区大会実行委員会では関係

各位にお集まりいただき、4回ほど打合せを行いまし

た。当日の流れ等ご理解いただいたと思います。また、

明日3/15（火）18：30よりパレアにて、来賓委員会の

打合せを行ないます。他の委員会の方でも確認してお

きたい事項等ございましたら、ぜひご参加をお願いい

たします。野田ガバナーからもお話がございましたが、

地区大会まで残すところ10日余りとなりました。皆さ

まのご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◆一般財団法人寿崎奨学会報告（坂本研一君） 

 本年度寿崎奨学生最後の例会参加となり、参加の彭 

冬冬君・盧 一卉君よりご挨拶がございました。今後

益々のご活躍を祈念いたします。 

 

◆退会挨拶（岩野衆次君） 

  

 

 

 

 

 3月をもって退会となります岩野衆次会員より、退会

のご挨拶がございました。今後益々のご活躍を祈念い

たします。3年間ありがとうございました。 

 

◆地区副幹事報告（今村浩昭君） 

  皆さま、こんにちは。まず、地区大会 総務・登録・

宿泊・エクスカーション委員会よりお知らせとお願い

です。前日3/25（金）14：00より市民会館崇城大学ホ

ールにて、パンフレット・名札等の袋詰め作業及び当

日の仕事説明を行います。委員の方はご参加をお願い

いたします。また、台湾第3480地区と第2720地区の姉

妹地区友好締結のため4/15～17台北を訪問予定です。

ご参加されたい方はお知らせください。 
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委員会報告 

●雑誌委員会（丸山浩之君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。まず表紙です。第2720地区 別

府東 RC 会員の「梅とめじろ」大分縣護國神社境内で

撮影。3月の今頃は「梅花祭」が催され、めじろが飛

来するとのことで、とても美しい写真です。横書き

P.11は「モンゴルの青少年育成事業」として、大分東

RC の記事。同クラブ杯サッカー大会を現地で行い、記

念品などを贈ったとのことです。P.12～14は東日本大

震災から丸5年。「ロータリー希望の風奨学金」-5年間

の活動を振り返ってより、運営の状況や今後の課題、

更なる支援を求める記事です。P.18～21は今月の「水

と衛生」月間に関わる記事です。P.22～25は次年度 RI

会長へのインタビューです。興味がわく質問にしっか

りと答えていただいています。特に P.25中段に次年度

実現したい3つのことについて、「ポリオ撲滅」「会員

増強」「他団体、財団との協力」を掲げておられます。

P.26～29は「2016 国際協議会リポート」です。K.R.

ラビンドラン RI 会長は「女性の入会促進を最優先さ

せなければ前に一歩も踏み出せない。単に女性会員を

増やすのではなく、多様性を重んじることが大切」と

訴えられておられます。我がクラブもいよいよ避けて

は通れない状況に来たと思います。P.33「つなぐ、ロ

ーターアクター①」として、彼らが日頃何を考え思い、

活動しているのかの紹介です。第2720地区代表の青年

は、「一緒に盛り上げてください」とロータリアンに

懇願しています。会員減少の背景は、RC と RAC の希薄

化にあると考え、一緒に活動し行事に参加することで

盛り上げたいと語っています。縦書き P.4～8「人は自

然災害とどう向き合うか」として、愛知教育大学 仲

井 豊名誉教授の投稿です。自然災害に備える三つの

「助」として、自助・共助・公助が大切と語っておら

れます。我々は自然から数々の恩恵を受けていますが、

それを知ると同時に自然の脅威にも目を向け、自然と

人間がいかに共存、共栄していくかということと結ん

でおられます。P.16「友愛の広場」から、超高齢化者

化に向け、活性化への二つの提言として、神奈川県秦

野中 RC の方が投稿されています。特に高齢の会員の

方々には意見様々と思いますが、ご一読ください。

P.21「歌壇」から、熊本水前寺公園 RC の方、「柳壇」

から、熊本西南 RC の方の紹介です。最後に「ロータ

リーアットワーク」より、人吉 RC の地区補助金を活

用した知的障害者陸上競技大会開催の記事です。是非

ご一読をお願いいたします。 

    

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○田上安徳様・徳永隆正様・石田誠人様（熊本西南 RC） 

 熊本南 RC の皆さま、本日はお邪魔いたします。地区

大会はコ・ホストとして精一杯ご協力いたします。私

共、熊本西南 RC は今年度創立 40 周年を迎えます。つ

きましては 6 月 18 日に記念式典を開催いたしますの

で、多数のご参加をどうぞよろしくお願いいたします。 

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君 

古財良一君・木村仁治君 

 熊本県・市軟式野球連盟の上坂様、熊本西南 RC の田

上様・徳永様・石田様のご来訪を心より歓迎いたしま

す。上坂様の女子野球チーム「暴れん坊ガールズ」の

卓話を楽しみにしております。 

○野田三郎君・渕田俊郎君・堀川貴史君・坂本研一君 

 原 裕一君・永井富士雄君・三角雄介君・藤見泰之君 

 北口 誠君 

 本日ご来訪の卓話者 上坂様、熊本西南 RC の田上会

長・徳永様・石田様、寿崎奨学生の彭 冬冬さんと盧 

一卉さんを歓迎してスマイルいたします。 

○野口泰則君・今村浩昭君 

 本日ご来訪の熊本西南 RC 田上会長・徳永様・石田様

を心より歓迎いたします。 

○高宮 宏君 

 本日の卓話者 上坂様、お世話になります。高校の後

輩とのことでご挨拶いただき、ありがとうございます。

また、熊本西南 RC の方々いらっしゃいませ。特に石

田さんは私の学院の PTA会長をしていただいています。

お世話になっております。 

○渕田俊郎君・喜讀宣友君 

 寿崎奨学生の彭 冬冬さん・盧 一卉さんのご来訪を

歓迎いたします。また、熊本西南 RC の田上様・徳永

様・石田様のご来訪を歓迎いたします。 

○工藤青史君  Ⅴ 

 伝統ある熊本南 RC に永野様・久峨様のご紹介で入会

させていただき早いもので 5 年が経ち、今月末をもち

まして卒業させていただくこととなりました。故郷熊

本から自宅のある福岡に戻ります。これまでいただき

ました皆さま方からのご親交、ご厚情に深く感謝申し

上げます。4 月からは西部ガスリビング㈱の社長とし

てもう少しサラリーマンを続ける所存です。また、引

き続き福岡でも RC にお世話になるようです。熊本に

は実家もありますし、会社の出先もあります。必ずや

メーキャップに参ります。その折は温かく迎えていた

だきますよう切にお願い申し上げます。大変お世話に

なりました。 
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○岩野衆次君  Ⅲ 

 本日が最後の例会出席になります。3 月をもって役職

定年、4 月から福岡勤務になります。3 年間大変お世

話になりました。熊本南 RC の益々のご発展をお祈り

いたします。 

○寿崎 肇君 

 台北大同扶輪社の多数のロータリアンと、韓国からの

元 RI 会長も同じ福岡でお迎えさせていただきます。

懐かしい方々にお会いできるのも、野田ガバナー選出

の熊本南 RCに籍を置かせていただいているからです。

感謝しスマイルいたします。 

○堀川貴史君 

 長男が熊大に合格しました。来年度は大学生 2 人、高

校 3 年生 1 人となります。長男の今後の頑張りにも大

いに期待してスマイルします。 

○田中裕司君 

 3/2～7 まで、プライベートでオーストリアとドイツに

旅行しました。オーストリアではハプスブルグ家の宮

殿、ザルツブルグ、ハルシュタット等の世界遺産を観

てきました。ドイツでは香川選手のいるドルトムント

とバイエルンミュンヘンのブンデスリーガ 1位 2位対

決を観てまいりました。香川選手の出場はなりません

でしたが、8 万人を超える観客の中、素晴らしい試合

が観られてとても充実した旅行でした。ヨーロッパで

はサッカーが文化になっているなと感じました。 

 

●外部卓話（木村仁治君） 

「女子野球チーム 暴れん坊ガールズ」について 

上坂 智様（暴れん坊ガールズ 代表） 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆3/26 第 29 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

地区について（１） 

  皆さま、地区大会お疲れさまでした。本年度は当ク

ラブより野田ガバナーを輩出しておりますので、今更

ですが地区について述べたいと思います。まず「ガバ

ナー」という役職を、私自身間違った解釈をしており

ました。地区内の代表者であると思っておりましたが、

ロータリーは単位クラブとその集団である国際ロー

タリーから成り立つもので、地区という独立の組織は

認められていません。地区というのは国際ロータリー

という組織の一部と解すべきとのこと。それは地区の

管理者である地区ガバナーは国際ロータリーの役員

で、いわばその出先機関という性格を持っています。

すなわちガバナーは国際ロータリーを代表していま

すが、地区内クラブの代表者ではないということです。

元来は国際ロータリーが直接全クラブを管理すべき

ですが、クラブ数の増加と地理的な広がりのために一

手に統御することが困難になったので、地理的に近接

しているクラブ 50 以上を 1 つの組とし、これに国際

ロータリーがガバナーを配して管理の円滑を期して

いるのです。 


