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2016年度 米山奨学生 張 翰博君とカウンセラーの園田修司会員。1年間頑張ってください！  

幹事報告（吉永彰一君） 

1.熊本西南 RC より「創立40周年記念式典並びに祝宴のご

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） 

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「2016-17（次年度）臨時理事会」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。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～清掃作業のため日程場所変更 

[変更前] 4月18日（月）１8：30～ 

[変更後] 4月17日（日）未定 

[場  所] 西稜の森下草刈り 

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4月21日（木）１3：00～ 

[変更後] 4月21日（木）19：00～ 

[場  所] 未定 

 

 

 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。昨日、4/10 次年度地区研修・

協議会が開催されました。漆島会長エレクトはじめ、

参加された方々、大変お疲れさまでした。 

さて、本日は 2016 年度 米山奨学生の張 翰博君が

参加されています。カウンセラーは園田修司会員です。

1 年間よろしくお願します。また、本日より山下洋一郎

様が入会されました。お二人には後ほどご挨拶をお願

いいたします。 

 

定例理事会報告（後藤 博君） 

1.台北大同扶輪社からの地区大会開催お祝い金につい

て  

⇒姉妹クラブ会計へ入金することが承認されました。 

2.新入会員歓迎会について  

⇒4/25（月）18：30～ホテル日航熊本「アソシェッド」

開催が承認されました。 

3.3/25 台北大同扶輪社歓迎会について⇒収支の報告 

4.6/21 米軍音楽隊コンサート開催について 

⇒実行委員会の立ち上げと特別会計を設けることが承

認されました。 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.新入会員卓話 雑賀庸泰君 

 

 

        

 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

４/２１ 地区大会慰労会 

米軍音楽隊実行委員会 IM 

＠レストランバーCIB 

４/２５ 新入会員歓迎会 

＠ホテル日航熊本「アソシェッド」 

５/７  宇土 RC 創立 30 周年記念式典 

     ＠ホテルニューオータニ熊本 

５/１４ 2016-17 会員増強・管理運営合同

セミナー＠熊本学園大学 

５/２８-６/１ 国際大会 in ソウル 

 

 

 

第３２回例会記録（通算第 2682 回）  

平成 28（2016）年４月１１日 

    

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 

2016年度 米山奨学生 張 翰博君 
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○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 4月28日（木）１3：00～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月2日（月）１8：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 5月4日（祝）１2：30～ 

 

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 ４２名 73.68％   １００.００％ 

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） 

 

2016-17（次年度）臨時理事会報告（漆島典和君） 

1.次年度例会休会日（定款に基づく休会）について 

⇒8/15、12/26、2/13、5/1とすることが承認されました。 

 

◆新入会員自己紹介 1回目（山下洋一郎君） 

  

 

 

 

 

氏名：山下 洋一郎（やました よういちろう）君 

生年月日：昭和43年6月3日 

勤務先：東武トップツアーズ株式会社熊本支店 

推薦者：阪田英治君・後藤 博君 

 趣味：スポーツ観戦、カラオケ、食べ歩き 

 

◆新入会員自己紹介 3回目（雑賀庸泰君） 

  皆さま、こんにちは。3回目の自己紹介です。私は

大学4年間を神戸で過ごしました。卒業後ゼネコンに

就職、希望の大阪支店 経理課に配属され、退職する

までの約10年、経理・財務部門に勤務しておりました。

私が入社したのが平成6年4月だったのですが、平成7

年1月に阪神淡路大震災がありました。神戸で学生時

代を過ごしましたので、地理に詳しいという判断から

震災翌日に大阪南港より小型の船で神戸に送還され、

震災復興本部では1年間ほど激務の日々でした。退職

後、弁護士になり熊本で弁護士事務所に勤務、法人の

破産管財等を主に行っていました。独立後の現在は交

通事故、医療訴訟や学校の顧問等を行っています。皆

さまも何かございましたら相談無料ですのでお気軽

にご相談ください。ロータリーの四つのテストの中に

「真実かどうか」「みんなに公平か」「みんなのために

なるかどうか」とありますが、法律でもあるべき姿で

はないかと思いました。今度ともどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

◆新入会員自己紹介 2回目（大津英敬君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。先週4/4入会の大津英敬です。

ヒデ・コーポレーションという会社をやっています。

私の名前は「ひでゆき」と読みますが、未だかつて正

確に読まれたことがございません。大体が「ひでたか」

や「ひでとし」と読まれます。昭和40年生まれの現在

50歳で、高1の娘と中2の息子がおります。アウトドア

系のスポーツが大好きです。ゴルフもしますのでコン

ペ等ございましたら是非お誘いください。冬は雪山、

夏は海、しばらくはカヤックを集中的にやっていまし

た。またオートバイや自転車も好きです。昨日久しぶ

りに友人と平山温泉へ自転車で行ってきました。また

飲みに行くのも大好きですので、皆さまお気軽にお声

掛けください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆新入会員自己紹介 2回目（金井昌道君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。西部ガスの金井と申します。

この度は歴史と伝統ある熊本南 RC に入会させていた

だき、ありがとうございます。私は昭和33年7月27日

生まれ、出身は福岡です。吉塚というところで育ちま

した。実家は運送会社を営んでおりました。仕事もず

っと福岡のほうで主に営業と開発を担当しておりま

した。今回初めての転勤で、まだまだ慣れない部分も

多々ございますが、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。 

 

◆ガバナー報告（野田三郎君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。3/26地区大会が無事終了いた

しました。ご支援・ご協力、ありがとうございました。

特に地区大会実行委員長の渕田会員はじめ委員会の
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皆さま、ホストクラブをしていただきました熊本南 RC

の皆さま、厚く御礼申し上げます。お陰さまで本会議、

RI 会長代理歓迎晩餐会・希望交流会ともに皆さま方か

ら非常に高い評価をいただき、大変うれしく思ってお

ります。ガバナー年度も残り2ヶ月余りとなりました

が、引き続きご協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

◆地区幹事報告（堀川貴史君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。先週お話しましたが、地区大

会の慰労会を4/21（木）18：30より花畑町のレストラ

ンバーCIB にて開催いたしますのでご案内申し上げま

す。どうぞよろしくお願いいたします。また、今週末

より台湾第3480地区の地区大会に野田ガバナーはじ

め15名ほどで参加してまいります。当クラブからも8

名参加予定です。例会終了後、旅行代理店より説明会

がございますので、参加される方はよろしくお願いい

たします。 

 

◆米軍音楽隊実行委員会報告（三角雄介君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。米軍音楽隊実行委員会よりご

案内です。4/21（木）地区大会慰労会会場の CIB をお

借りし、慰労会前の17：30～18：30に IM を開催いた

します。関係各位には改めて文書にてご案内させてい

ただきますので、ご参加のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

委員会報告 

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

 2016年度 米山奨学生の紹介と4月奨学金の交付がご

ざいました。1年間よろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

氏名：張 翰博（ちょう かんはく）君 

生年月日：1990年4月11日 

出身： 中国 河南省 

学校：熊本大学 人文科学4年 

カウンセラー：園田修司君 

 

●スマイルボックス（永井富士雄君） 

○後藤 博君・吉永彰一君・漆島典和君・坂本幸樹君 

木村仁治君 

 新入会員 山下様のご入会を心より歓迎いたします。

早く慣れてクラブを心よりお楽しみいただけたらと

思います。米山奨学生の張 翰博君のご来訪を心より

歓迎いたします。しっかり勉学に励んでください。ま

た、桑原さんの新入会員卓話、ありがとうございます。

楽しみにしております。 

○野口泰則君・古財良一君・齊藤直信君・永井富士雄君

藤見泰之君・鬼塚貴志君・北口 誠君・阪田英治君 

 森本康文君 

 米山奨学生 張 翰博様、新入会員の山下洋一郎様を

歓迎しスマイルします。多くの出会いが奉仕の機会と

なることに感謝します。 

○漆島典和君 

 昨日、大分での地区研修・協議会へご参加の会員の皆

さま、大変お疲れさまでした。体調万全の方、二日酔

いの方お疲れさまでした。半年しか経っていない私の

車を運転していただいた丸山会員、ありがとうござい

ました。 

○園田修司君 

 次期米山奨学会委員長として張 翰博君のカウンセ

ラーをさせていただくことになりました。よくわから

ない状態でのスタートです。張君に加え、私もよろし

くお願いします。 

○杉光定則君  Ⅲ 

 私事で申し訳ございませんが、先月 3 月 19 日（土）

に次女 則子が結婚式と披露宴、3 月 20 日（日）に長

男 啓助の長男誕生で宮参りとお食い始め式を東京で

催しました。孫は長女 由紀子に二人いて、下の娘が

小学校に入学しました。祝い事が重なり喜んでおりま

す。皆さまにお裾わけのつもりで・・・ 

○井上雅文君 

 私事ですが、息子が本日無事に中学校の入学式を迎え

ることができました。近くの京陵中学校に通います。

喜びのスマイルです。 
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●新入会員卓話（木村仁治君） 

「株式会社桑原雷声堂 創業125年の歩み」について 

                桑原幸雄君 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆4/10 次年度地区研修・協議会 in 大分ホルトホール 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆4/18 第 32 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

地区ガバナー（２） 

前回に引き続き今週も地区ガバナーについて述べ

たいと思います。地区ガバナーの任務は国際ロータ

リーの方針を受け持ち地区に実施することがその

主眼です。具体的には 1.拡大（新クラブ結成）、2.

クラブの強化、3.会員増強、4.財団の支援、5.クラ

ブ間およびクラブと国際ロータリーとの連絡、6.地

区大会の開催、地区研修・協議会への協力、7.公式

訪問、8.ガバナー月信の発行、9.国際ロータリーへ

の報告事務、10.後任者への引継ぎ、11.その他とな

っています。先に述べたように「地区」は国際ロー

タリーの地方的な一区画ですから、その管理運営は

国際ロータリー役員である地区ガバナー一人の責

任にかかっています。そして地区役員はすべてその

年度のガバナーの補助者であり、ガバナーの委嘱に

よるもので、決して地区内クラブの代表的性格は持

っていません。次週は主な地区役員について述べた

いと思います。 


