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雑賀 庸泰 君の 新入 会員 卓話 「 憲 法と は・ 法と は」 よ り 

 

3.熊本県 R 奨学会諸会合出席時のメーキャップ扱いに

ついて ⇒メーキャップ扱いなしとすることを承認 

4.年祝いについて（親睦活動委員会より報告） 

⇒6/6（月）18：30～松葉旅館 

5.新入会員歓迎会について（親睦活動委員会より報告） 

⇒6/17（金）18：30～ホテル日航熊本「アソシェッド」 

 

幹事報告（吉永彰一君） 

1.台北大同扶輪社より応援の絵はがきが届いております。

お持ち帰りください。 

2.野田ガバナーより「平成28年熊本地震について（現状の

報告②）」が届いております。 

3.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。（再） 

4.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。 

5.5/18（水）は事務局所用のため終日不在いたします。ご

迷惑をお掛けします。よろしくお願いいたします。 

 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。熊本地震本震よりちょうど 1

ヶ月です。本日のロータリーソング「手に手つないで 

ひろがれ まわれ ひとつ心に」のように、私たちも一

致団結し熊本復興のために頑張っていかなければなら

ないと思います。また、昨年 9 月に来訪いただきまし

た RI 第 2820 地区 竜ヶ崎 RC より、地震のお見舞い金

30 万円を頂戴しましたのでご報告申し上げます。姉妹

クラブ 台北大同扶輪社からのお見舞い金 100万円とと

もに、この後の定例理事会の議案といたします。 

さて、ガバナー事務所より 2016-17（次年度）RI 理

事指名委員の推薦依頼がございました。本田光曠 PG（熊

本城東 RC）を推薦したいと思いますので、本日推薦状

を提出させていただきます。 

 

定例理事会報告（後藤 博君） 

1.台北大同扶輪社からのお見舞い金について 

⇒5/23「臨時理事会」にて再協議 

2.第 2820 地区 竜ヶ崎 RC からのお見舞い金について 

⇒5/23「臨時理事会」にて再協議 

 

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 山下洋一郎君 

 

 

        

 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

５/２８-６/１ 国際大会 in ソウル 

６/６  年祝い＠松葉旅館 

６/１７ ゴルフコンペ＠あつまるレーク CC 

６/１７ 新入会員歓迎会 

     ＠ホテル日航熊本「アソシェッド」 

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 

 

 

 

第３４回例会記録（通算第 2684 回）  

平成 28（2016）年５月１６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 

張 翰博君（米山奨学生） 
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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18日（水）１2：30～ 

[場  所] 三笠うどん南熊本店 

○江南 RC～地震災害により場所変更 

[日  程] 5月18日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルキャッスル 2F「キャッスルホール」 

○水前寺公園 RC～地震災害により時間場所変更 

[変更前] 5月25日（水）１8：30～ 

[変更後] 5月25日（水）１2：30～ 

[場  所] 三笠うどん南熊本店 

○江南 RC～地震災害により場所変更 

[日  程] 5月25日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルキャッスル BF「クリスタルホール」 

○菊南 RC～創立 30周年家族会例会のため時間変更 

[変更前] 6月1日（水）１2：30～ 

[変更後] 6月1日（水）１7：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（水）１2：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（水）１2：30～ 

 

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 ３９名 68.42％   ８２.７５％ 

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） 

 

新入会員自己紹介 2回目（山下洋一郎君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。4月4日入会いたしました、山下

です。職業は旅行会社で東武トップツアーズと申します。

私は昭和43年6月3日生まれの今年年男で48歳になりま

す。出身は久留米で、現在久留米から新幹線通勤をして

おります。地震の影響で電車が止まっていた時は車で片

道約4時間かけ会社に通っておりました。この度、日本

航空の阪田支店長にご推薦いただき、伝統と歴史あるこ

の熊本南 RC に入会させていただきありがとうございま

す。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

ガバナー報告（野田三郎君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。震災後初の例会参加です。被災

されました皆さまには心よりお見舞い申し上げます。先

ほど吉永幹事からもご報告がございましたが、地区ガバ

ナーとして、地区内72RCの会長、地区外33地区のガバナ

ー、また、ロータリークラブ関係者宛に熊本地震について

（現状の報告）を2回ほど情報発信させていただいております。

4月19日にロータリー熊本総合支援室の設置、義援金口座

の開設、地区への緊急連絡先メールアドレスの設置等お知

らせの第一報を発信、5月9日第二報では市域 RC例会再開

や被害状況調査について、また、地区外から4,800万円（5月

6日現在）の義援金の報告をさせていただいております。これ

から被災現場のニーズは、地震発生当時の人命救助、水、

食料の提供から、身体と心のケア、住まいの確保等々へと変

化していくものと考えます。その現場ニーズを見極めた上で、

第2720地区のロータリアンが一致団結し、それぞれの地域

社会が復旧・復興に向けて進んでいけるよう、ロータリーとし

ての奉仕活動や義援金活用も含めての対応が必要になっ

てくるものと考えております。今後とも皆さまのご支援、ご協

力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（大津英敬君・桑原幸雄君） 

 ［結婚祝］             ［誕生祝］ 

田川憲生君    5.2        水野東洋君    5.2 

後藤 博君     5.7        原 裕一君    5.11 

西川尚希君    5.13       東矢憲一郎君  5.29 

坂本研一君    5.17       

森本康文君    5.18 

東矢憲一郎君   5.19 

吉永彰一君     5.20 

  

 ゴルフコンペと新入会員歓迎会のご案内。 

✩ゴルフコンペ 

 【日  程】6月17日（金）9：31スタート 

 【場  所】あつまるレーク CC 

【会  費】8,300円（プレー費）/2,000円（会費） 

【表彰式】プレー後クラブハウスにて 
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✩新入会員歓迎会 

 【日  程】6月17日（金）18：30～ 

 【場  所】ホテル日航熊本 2F「アソシェッド」 

【会  費】6,000円（新入会員は無料） 

※会費は当日徴収です。 

 

●SAA 委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

  皆さま、こんにちは。SAA 委員会より「クールビス」

についてお知らせです。6月6日例会より開始いたしま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

●米山奨学会委員会（園田修司君） 

 

 

 

 

 5月分奨学金の交付がございました。 

  

◆2016-17年度 姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君） 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会より

ご連絡です。先週もお話しましたが、毎年恒例の台北

大同扶輪社との短期青少年交換事業につきまして、次

年度は送り出し年度となりますので、留学生の募集を

行います。期間は8月4日（木）～9日（火）、5名を予

定しております。また、同時に引率者も募集いたしま

すので、皆さまどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

●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 

古財良一君・木村仁治君 

 米山奨学生 張 翰博君のご来訪を心より歓迎申し上

げます。また、本日は新入会員卓話です。雑賀さんの

お話を楽しみにしております。 

○藤見泰之君 

 米山奨学生の張 翰博君のご来訪を歓迎してスマイ

ルいたします。 

○田川憲生君 

 今日は大切な来客があり、早退しないといけなくなり

ました。お詫びのスマイルです。 

 

●新入会員卓話（木村仁治君） 

「憲法とは・法とは」について   雑賀庸泰君 
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要約 

1.法の適用は、法に定められた法律要件に、事実が合

致すれば、法律効果が生じる、というものである。 

2.ところで、憲法は、大きく①統治 ②人権のパート

に分けられるが、②について、法律要件と法律効果

が憲法の文言からは明らかではないという問題が

ある。 

3.①について、憲法の文言と現実とが乖離している場

面も見られ、学者、実務家がそのギャップを埋める

べくたゆまぬ努力を重ねてきた。 

4.昨今、憲法改正が俎上に上っているところであるが、

憲法改正の可否を判断するにあたっては、実務家と

しては、上記事情をよく考慮に入れるべきであると

考えている。 

5.なお、日本国憲法は硬性憲法であり、§96 の定めに

より手続上改正が極めて困難という事情がある。 

 

◆5/23 第 34 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

地区役員について（２） 

ガバナー補佐（アシスタント・ガバナー） 

 地区リーダーシップ・プランを採用した地区ガバナ

ーから委任され、特定の管理責務を遂行するロータ

リアンで、RI 理事会はガバナーが少なくとも 6 名の

ガバナー補佐を任命し、4～8 クラブを個々のガバナ

ー補佐に割り当てることを推奨しています。（2002

年 11 月、RI 理事会）四半期に少なくとも一度担当

クラブを訪問し、そのクラブを援助します。任期は

一年で、連続三期を超えてガバナー補佐を務めるこ

とはできません。従来の分区代理に代るものですが、

公式訪問などにおける権限と責任が拡大されまし

た。 

地区諮問委員およびその傘下の地区委員 

 地区幹事、地区会計およびガバナー補佐はガバナー

の常設の直接補助者ですが、この地区諮問委員はガ

バナーの相談相手であると同時に必要のある時に

ガバナーの指導監督の下に地区内の奉仕活動を分

担し促進します。諮問委員はクラブ奉仕、職業奉仕、

社会奉仕、国際奉仕、ロータリー財団、拡大および

広報等の部門に分かれており、必要に応じて各々そ

の傘下に小委員会が設けられ、その各々に 4～5 名

の地区委員が配属されます。 

特別代表 

 非常設の地区委員で新クラブ結成の際、その拡大業

務に限ってガバナーから全権を委任され活動しま

す。 

 

【例会予定】 

5/30 新入会員卓話 金井昌道君 

6/6 新入会員卓話 大津英敬君 

6/13 調整中 

6/20 常任委員長退任挨拶 

6/27 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

RIニュース（国際ロータリーHPより） 

 

 

 

 

 

ローターアクト・プロジェクト賞 

世界賞  

Bugolobi ローターアクトクラブ（ウガンダ） 

プロジェクト名：1000 Smiles Project 

 

このクラブは当初、地域におけるHIV/エイズ問題を緩

和するための活動を計画していました（同国では1982

年に最初のエイズ感染が確認され、近年では国民の

12％が感染）。しかし、活動予定地の村を訪れたとき、

問題が疾病のみではないことを知りました。村の惨状

はクラブメンバーの想像を超えていました。村人は水

不足に悩み、学校は粗末、医療センターは哀れな状態

で、産科病棟にいたっては目も当てられない状況だっ

たとクラブ会長のアニタさんは話します。医療キャン

プでの活動においても、当初は患者700人を予期して

いましたが、開始すると1000人を超える人がやってき

ました。それでもメンバーは、他のボランティアやス

ポンサークラブのBugolobiロータリークラブと協力

し、医療検査、歯科検診、薬の提供、避妊などの支援

を行いました。また、産科病棟のベッドを新調し、生

徒の多くが孤児である地元小学校にイス、机、備品、

制服を提供。さらに、村の水不足を解消するための採

掘作業をサポートしました。世界賞に輝いたBugolobi

クラブには、韓国でのロータリー国際大会で500ドル

のプロジェクト資金が贈呈されます。クラブ会長のア

ニタさんは、この資金で瘻孔（ろうこう）がある女性

をサポートしていきたいと、熱意を語ってくれました。 


