第３０回例会記録（通算第 2680 回）
平成 28（2016）年３月２６日

3/26-27 RI 第 2720 地区 2015-2016 地区大会 in 市民会館崇城大学ホール

2015-2016 RI 第 2720 地区 地区大会
期日/2016 年 3 月 26 日（土） 10：10 点鐘
場所/市民会館崇城大学ホール

1.今日の歌
2.来訪者紹介

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

3.会長･幹事・各委員会報告
4.新入会員卓話 森本康文君

４/１０ 2016-17 地区研修・協議会
＠ホルトホール大分
５/２８-６/１ 国際大会 in ソウル

司会：坂本幸樹君

開会・点鐘
国歌斉唱

「君が代」
本大会は、野田三郎ガバナーが所属します熊本南ロ

「愛国歌」（韓国国歌）
ロータリーソング

ータリークラブがホストクラブとなり、熊本江南 RC、

「奉仕の理想」

ソングリーダー 漆島典和君
開会宣言

実行委員長

渕田俊郎君

皆さま方に、コ・ホストクラブとしてご協力いただき
準備を進めてまいりました。本大会の開催にあたりご

来賓並びに参加クラブ紹介
ガバナー

熊本西南 RC、熊本西 RC、熊本中央 RC、熊本西稜 RC の

野田三郎様

尽力をいただいたすべての関係者の皆さまに感謝申し
上げます。

物故会員追悼

今年度の K.R.ラビンドラン RI 会長のテーマは「世界
歓迎の挨拶

熊本南 RC 会長

後藤

博君

本 日 は 、 国 際 ロ ー タ リ ー 第 2720 地 区
2015-2016 年度地区大会をここ、市民会館崇
城大学ホールにおいて開催することとなりま
した。RI 会長代理に RI 元会長 李東建様をお
迎えし、地区外からのガバナーの皆さま、パ
ストガバナー、韓国の姉妹クラブ地区第 3661
地区の皆さま、台北第 3480 地区の皆さま、さ
らに地区内外のロータリアンとそのご家族、
特別参加の皆さま、ようこそおいでください
ました。心より歓迎いたしますとともに、心
よりお礼申し上げます。
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

へのプレゼントになろう」です。
「地位や身の上に関わ
らず、才能、知識、能力、努力、そして献身と熱意な
ど誰でも与えることのできる何かを持っているはずで
す。私たちは、ロータリーを通じて、これらを世界に
プレゼントすることで、誰かの人生に、そして世界に、
真の変化を起こすことが出来るはずです。」と掲げられ
ました。本日の大会を通じて、改めて「世界へのプレ
ゼントになろう」という言葉を皆さまの心に刻んでい
ただければ幸いです。
ようこそ熊本へ。熊本をお楽しみください。心に残
る大会となることを祈念申し上げます。本日は誠にあ
りがとうございました。
Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

来賓祝辞

熊本県知事

蒲島郁夫様

熊本市長

大西一史様

国際ロータリー理事挨拶

杉谷卓紀様

姉妹地区ガバナー挨拶

金

奉洙様

李

東建様

祝電披露
RI 会長代理挨拶・ガバナーアドレス
ガバナー挨拶

野田三郎様

本日は、国際ロータリー第 2720 地区の地区大会を開
催しましたところ、RI 会長代理として RI2008-2009 年度

ガバナーエレクト・ガバナーノミニー紹介 野田三郎様

元会長の李東建様をはじめ、国内外からたくさんのロー

ガバナーエレクト挨拶

前田眞実様

タリアンの皆さまをお迎えして開催できますことに、心

ガバナーノミニー挨拶

永田壮一様

より感謝申し上げます。また、地区大会開催にあたりま
しては、熊本南 RC をホストクラブに、そしてコ・ホス

メインプログラム

トクラブに熊本江南 RC、熊本西南 RC、熊本西 RC、熊本

「ポリオ ダバイ ピライエ」

中央 RC、熊本西稜 RC の皆さまからお世話いただいてお
ります。
さて、今年度の RI 会長 K.R.ラビンドラン氏は、RI テ
ーマを「Be a gift to the world」、日本語訳では「世
界へのプレゼントになろう」と掲げられました。それを
受けて RI 第 2720 地区スローガンを「ロータリー活動を
通じて、新たな気づきを、そして自己の成長へつなげよ
う」としました。私自身、ロータリーの将来の発展のた
めには、今年度地区スローガンの下、ガバナー方針にお
いて、ロータリーの哲学である Object of Rotary を地
区内に浸透図ることを最優先に掲げたところでござい

各種表彰

ます。そのため、ガバナー公式訪問においては、ガバナ
ーアドレスの中に、私の人生観や人生哲学を通じて、ロ

青少年交換委員会より報告

ータリーの哲学である Object of Rotary（日本語訳＝ロ
ータリーの要領、目的）についての考察をし、私のロー

別府北 RC よりグローバル補助金の報告

タリーに対する考え方を述べてきました。勿論、ロータ
リーに対する考え方は、100 人いれば 100 通りの考え方

インターアクト海外研修報告

があってしかるべきと考えます。ロータリアンが、ロー
タリーについて大いに語り合うことがロータリーの精

大会各委員会報告

神や哲学をよく理解することにつながってくるものと
考えます。本日の地区大会を通じて、ロータリーについ

次年度地区大会ホストクラブ挨拶

大分キャピタル RC

て大いに語り合える大会にしたいのものだと思います。
また、本日の地区大会の中では、以上のようなことを踏

各クラブよりお知らせ

まえ、2 月にポリオワクチン投与活動でインドのデリー
へ奉仕活動に行ってまいりましたので、その様子を皆さ

RI 会長代理・直前ガバナーへ記念品贈呈

野田三郎様

RI 会長代理大会所感

李

ガバナー大会所感

野田三郎様

まにお伝えする予定です。
最後になりますが、私たちロータリアンが、ロータリ

東建様

ーの精神や哲学を大いに語り合い、そしてロータリー活
動を通じて、豊かな人生を送れますよう祈念申し上げ、
歓迎の挨拶とさせていただきます。
本日は、地区大会にご参加いただき誠にありがとうご

ロータリーソング

「手に手つないで」

ざいます。
点鐘
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野田三郎様

例会変更のお知らせ

お、2000 年 2 月の RI 理事会で、すべての地区が 2002

○東 RC～親睦会のため時間場所変更

年 6 月 30 日までに地区リーダーシップ・プランを

[変更前] 4月5日（火）１2：30～

採用することが義務付けられました。

[変更後] 4月5日（火）１9：00～
[場 所] ダイニングカフェ彩

◆3/25 台北大同扶輪社歓迎会＠新茶家

○05 福祉 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2日（土）１2：00～
[場 所] 寺田邸
○西 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 4月12日（火）１2：30～
[変更後] 4月14日（木）１8：30～
[場 所] ホテル熊本ニュースカイ「ストリングス」
○平成 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 4月13日（水）１2：30～
[変更後] 4月14日（木）１8：30～
[場 所] ホテル熊本ニュースカイ「ストリングス」
○中央 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 4月15日（金）１2：30～
[変更後] 4月14日（木）１8：30～
[場 所] ホテル熊本ニュースカイ「ストリングス」
【例会予定】
4/11 新入会員卓話 桑原幸雄君

◆3/26 地区大会＠市民会館崇城大学ホール

4/18 調整中
4/25 調整中
◆4/4 第 30 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
地区について（２）
前回に引き続き地区の組織について述べたいと思
います。国際ロータリーは、声明書を発し地区的な
組織を作ることによってガバナーの権限と責任を
減少させてはならない、とうたっています。したが
って地区が主体となった数地区合同の組織や活動
などは極度に嫌い警戒して、日本全体としての地区
の連合体などには、むしろ恐怖心さえ持っているよ
うにみえます。しかし最近はロータリーの急激な発
展と活動範囲の拡大につれて、地区の比重も多少は
増加してきた感はあります。地区幹事、地区会計の
制度や地区組織に関する示唆などがこれを物語っ
ています。1996 年 2 月の RI 理事会決定で、1997-98
年度から地区ガバナーは事務総長に申請すること
により、地区リーダーシップ・プラン（DLP）を採
用して、ガバナー補佐（アシスタント・ガバナー）
を任命できるようになりました。この方式を選択す
れば現職の多忙なロータリアンでもガバナーに就
任できることになります。また複数のクラブをまと
めて公式訪問することができるようになります。な

3

◆3/26 RI 会長代理歓迎晩餐会並びに希望交流会
＠ホテル日航熊本「阿蘇」
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