第３３回例会記録（通算第 2683 回）
平成 28（2016）年５月９日
3 週間ぶりの例会です。皆さまの元気なお姿に感謝です！

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.会長･幹事・各委員会報告

５/２２ 2016-17 会員増強/管理運営合同
セミナー＠ホルトホール大分
５/２８-６/１ 国際大会 in ソウル

4.新入会員卓話 雑賀庸泰君

６/６ 年祝い＠松葉旅館
６/２５-２６ 第 31 回ローターアクト研修会
＠亀山亭ホテル・羽田多目的
交流館

ございません

会長報告（後藤

博君）

皆さま、こんにちは。まず、皆さまの元気なお顔を
拝見できたことが一番うれしく思います。熊本は 14 日
の前震、16 日の本震と、2 回の激震に見舞われました。
益城町では震度 7 が 2 回起こるという前代未聞の事態
となりました。当クラブの会員も含め、ロータリー関
係者で被害が全くなかった方はいらっしゃらないと思
います。被害の大きかった方は廃業しなければならな
いということも起こっているようです。また、この地
震では多くの方がお亡くなりになられました。皆さま
にご協力いただき、ここで黙祷を捧げたいと思います。
地震は 1300 回を超え現在も余震が続いている状況で
す。5 月に予定されていました各イベントも中止または
延期されています。当クラブでも予定しておりました、
6/21 米軍音楽隊コンサートを中止といたしました。こ
ちらは先方の担当者より、依頼があれば少人数でのチ
ャリティ訪問協力は可能とのご連絡をいただきました
ので、その際は有志を募り活動できればと思います。
皆さま会社運営を再開されたと思いますし、くまモン
も活動を再開しました。これから復興に向けて頑張っ
ていきたいと思います。
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

幹事報告（吉永彰一君）
1.台北大同扶輪社より熊本地震に対するお見舞いが届い
ております。
2.日田中央 RC より熊本地震に対するお見舞いが届いてお
ります。
3.ガバナー事務所より「ガバナーノミニー・デグジネート決
定のご報告」が届いております。
4.第2720地区 RAC より「第3回会長幹事会・第31回地区ロ
ーターアクト研修会」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。
5.本日19：00より（食事18：30～）第4回クラブ協議会（現・新
合同）を開催いたします。関係各位はご参加をよろしくお
願いいたします。
例会変更のお知らせ
○水前寺公園 RC～地震災害により場所変更
[日

程] 5月11日（水）１2：30～

[場

所] 三笠うどん南熊本店

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

○江南 RC～地震災害により時間場所変更

をしていただいております。また、第2720地区 HP と5月

[変更前] 5月11日（水）１8：30～

ガバナー月信に野田ガバナーより地震の第一段報告が

[変更後] 5月11日（水）１2：30～

掲載されておりますので、ご確認いただければと思いま

[場

す。また、他地区からたくさんの方々よりボランティア

所] 熊本市食品交流会館

○水前寺公園 RC～地震災害により場所変更

活動に行きたい等の申し出があり、これは熊本各グルー

[日

程] 5月18日（水）１2：30～

プのガバナー補佐に対応していただいております。野田

[場

所] 三笠うどん南熊本店

ガバナー自身も南阿蘇村を訪問したり、各クラブ会長と

○水前寺公園 RC～地震災害により時間場所変更

連絡を取り合ったりされておりました。これからまだ長

[変更前] 5月25日（水）１8：30～

い戦いになると思いますが、一致団結しみんなで頑張っ

[変更後] 5月25日（水）１2：30～

て行ければと思っております。

[場

所] 三笠うどん南熊本店
2016-17年度 姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君）

出席報告（三角雄介君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

４０名

68.97％

７７.１９％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会よりご
報告です。毎年恒例となっております、台北大同扶輪社

０名（会員数には含まれません）

との青少年交換留学事業につきまして、次年度は送出年
度となり、台北大同扶輪社より8月4日～9日の日程で5名

台北訪問報告（野口泰則君）

ほど受入可能とのご連絡をいただきました。ただ、今回
の地震災害を受け、事業を行うかは次年度会長と相談の
上決定したいと思っております。どうぞよろしくお願い
いたします。
委員会報告

台湾第3480地区 地区大会参加報告と、台北大同扶輪社

●雑誌委員会（丸山浩之君）

からの熊本地震お見舞金の報告がございました。

まず横書きより、P.5RI 理事会前の談笑している写
真が出ています。№15 が第 2720 地区玉名 RC 杉谷理事
です。P.14～17 は今月（4 月）のテーマ「母子の健康」
の記事です。特に P.17 にこの取組みについての記載
があります。P.18～21 は日本の RC 創始者 米山梅吉氏
地区幹事報告（堀川貴史君）

没後 70 年として、生い立ち、米山梅吉記念館、最初
の東京 RC 誕生の歴史が出ています。P.31 ガバナーの
ページより、第 2620 地区 野田英一氏の記事です。ロ
ータリアンが大学で教鞭をとる事業の記事です。講義
からレポート評価までロータリアンが行う極めて珍
しいケースです。他地区からも注目を集めていると紹

皆さま、こんにちは。皆さまご無事で何よりです。今

介されています。P.35 下段に、第 2720 地区 米山学友

回の地震災害を受け、地区の機能も一時的に停止してお

会誕生の記事が出ています。P.36～45 に RI 理事会の

りましたが、地区外や海外からも義援金を送りたい等の

特集です。RI 理事会は 3 日間で数多くの案件をこなし

ご連絡をいただき、今回大分の前田ガバナーエレクトを

ます。今年度は男性 15 名、女性 4 名で構成され、同

中心に、義援金受付の口座を開設、全国に向けての発信
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時通訳が提供されます。コメントと講義は時間が計ら

●新入会員卓話（木村仁治君）

れています。主な決定事項と議事録がウェブサイトに

「震災による社会保険の特例」について

掲載されます。P.47「ロータリーの友」編集長の記事

告坂和紀君

です。「新年度の準備はお早めに」との内容で 1 ペー
ジ掲載されています。
縦書き P.16 友愛の広場より「生きるレジェンド」
として、第 2760 地区の山中会員（96 歳）の紹介がさ
れています。山中氏の生きざまを卓話を通じてたくさ
んの会員が感銘を受け、近年は過渡期にあり、その方
向性が従来より少しずつずれが生じてきていると感
じ、原点に立ち返って改善、改革の必要があるとの内
容です。P.18 卓話の泉より「エンディングノート」の
紹介です。自身の終末期、死後について書き留めてお
くことの重要性が出ています。P.21 歌壇に熊本水前寺
公園 RC 北里会員の作品が今回も出ています。P.28 に
ロータリーアットワークから第 2720 地区 大分宇佐八
幡 RC の記事が出ています。
●スマイルボックス（永井富士雄君）
○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
熊本地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し
上げますと共に、これからの復旧・復興を心より応援
申し上げます。本日の新入会員卓話 告坂さん、楽し
みにしております。よろしくお願いいたします。
○杉光定則君
本日は皆さまのお元気なお顔が見られ、元気をいただ
きました。これから一歩ずつ前に歩き出しております。
本日の卓話者 告坂様のお話を楽しみにしております。
○寿崎 肇君
被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。私
は台湾の RI 第 3480 地区 地区大会に参加し、この度
の大災害は逃げておった感じでした。帰国を 1 ヶ月延
ばせ等の連絡はありましたが、帰ってみますと家は無
事で中は孫が片付け、近くの家を見ながら申し訳ない
気持ちになりました。1 日も早く元通りの姿になりま
すよう、心からお祈り申し上げます。
○堀川貴史君
例会の再開にあたり、スマイルします。
○古財良一君
一番下の娘、ユカコの誕生日です。今日の我が家の夜
はささやかな食事を楽しみたいと思います。
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◆5/16 第 33 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
地区役員について（１）
地区研修リーダー
ガバナーエレクトに協力し、ガバナーエレクトの三大
責務であるペッツ（PETS）、地区研修・協議会、地区
チーム研修セミナーなどの重要な地区会合を実施す
る手助けをします。また、ローターアクトクラブ指導
者の研修を援助することも地区研修リーダーの責務
の一つに数えられます。通常パストガバナーから一年
任期で選ばれ、三期までを限度とします。
地区幹事および地区会計
いずれもガバナーの事務系の補助者です。国際ロータ
リーは以前はこれらの役を置くことを嫌っていまし
たが、ガバナーの雑務を軽減する意味でこれを認めて
います。この中で地区幹事はガバナーの秘書であり、
同時に地区集会の準備を担当します。それから地区会
計は地区資金の出納にあたりますが、ガバナー事務所
の経費（国際ロータリーから支給）や地区内委員会の
会計もみているところが多いようです。
【例会予定】
5/23 新入会員卓話 山下洋一郎君
5/30 新入会員卓話 金井昌道君
◆ロータリーニュース（国際ロータリーHPより）
4月10～15日、米国シカゴで国際ロータリー規定審議
会が開催され、世界中から集まる代表議員がロータリ
ーの組織規定に関する審議を行います。3年に1度開催
される規定審議会では、各ロータリー地区から代表議
員が出席し、ロータリーの組織規定を変更するための
立法案を審議し、投票するほか、国際ロータリー理事
会への意見表明と推奨を行います。今回の審議会に提
出された立法案には、クラブ例会の時間や運営方法に
柔軟性をもたせることで会員増強を意図した案件が
多く含まれています。また、会員としての要件を改正
する立法案もあります。規定審議会では過去何十年に
も渡り、代表議員によって、出席要件や会員資格を含
むあらゆるロータリーの方針に関する討論が重ねら
れてきました。この5日間の会合は、ロータリーに変
化をもたらす最も重要な会合の一つであり、急速に変
化する社会の動きに沿って組織を見つめ直す貴重な
機会となります。
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