第３５回例会記録（通算第 2685 回）
平成 28（2016）年５月２３日
東武トップツアーズ 山下洋一郎君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

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

５/２８-６/１ 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

4.新入会員卓話 金井昌道君

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

大熊暢子様（熊本中央 RC）

会長報告（後藤

博君）

皆さま、こんにちは。まだ余震が続いている状況で
すが、通常の業務に戻られた方がほとんどではないで
しょうか。しかしこれからの復興が大変で、実際仕事
が流れてしまった方等、多数いらっしゃると思います。
東日本大震災では震災バブルがあったようですが、ま
ずは余震が収束し通常の生活に戻るよう、皆さまには
是非とも地域に貢献していただきたいと思います。
さて、今年度例会も残すところ後 5 回となりました。
事業の方も「新入会員歓迎会」「ゴルフコンペ」「年
祝い」を残すのみです。
また、先週の定例理事会議案でありました、台北大
同扶輪社及び竜ヶ崎 RC からのお見舞い金につきまし
て、結論が出ませんでしたので本日の臨時理事会で再
協議いたします。
臨時理事会報告（後藤

博君）

1.台北大同扶輪社からのお見舞い金（100 万円）につい
て
⇒熊本城ライトアップ（熊本市）へ全額寄付すること
が承認されました。
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

2.第 2820 地区 竜ヶ崎 RC からのお見舞い金（30 万円）
について
⇒熊本城ライトアップ（熊本市）へ全額寄付すること
が承認されました。
幹事報告（吉永彰一君）
1.ガバナー事務所より「2016-17年度 RI 理事指名委員会
委員決定（本田光曠 PG）のお知らせ」が届いておりま
す。
2.熊本西南 RC より「創立40周年記念式典並びに祝賀会中
止のお知らせ」が届いております。
3.例会終了後「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
○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

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

○江南 RC～地震災害により場所変更

なりますが、ポスターやチラシの紙媒体、ディスプレ

[日

程] 5月25日（水）１2：30～

イ広告等、動画、HP 制作やシステム、会社のロゴマー

[場

所] ホテルキャッスル BF「クリスタルホール」

クやサイン、他にもユニフォームや街路灯等幅広くや

○菊南 RC～創立 30 周年家族会例会のため時間変更

っています。何かございましたらお気軽にご相談くだ

[変更前] 6月1日（水）１2：30～

さい。今度ともどうぞよろしくお願いいたします。

[変更後] 6月1日（水）１7：30～
○城東 RC～年祝いのため時間場所変更
出席報告（井上雅文君）

[変更前] 6月6日（月）１2：30～
[変更後] 6月6日（月）１8：30～
[場

所] 青柳

○西 RC～年祝いのため時間場所変更
[変更前] 6月7日（火）１2：30～

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

３３名

57.89％

６８.９６％

出席規定適用免除者

[変更後] 6月7日（火）１8：30～
[場

会員数

所] ニュースカイホテル 1F「光琳」

名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

○中央 RC～年祝いのため場所変更
[日

程] 6月10日（金）１8：30～

[場

所] 和食「仲むら」

委員会報告
●雑誌委員会（丸山浩之君）

○東南 RC～慶祝会のため時間場所変更
[変更前] 6月15日（水）１2：30～
[変更後] 6月15日（水）１8：30～
[場

所] 日本料理 おく村

○西南 RC～創立 40 周年記念例会のため日程場所変更

皆さま、こんにちは。まず、横書きより今月は青少

[変更前] 6月16日（木）１2：30～

年奉仕月間です。P.14～17「異文化に接して」、高校

[変更後] 6月17日（金）１8：30～
[場

所]

生が交換留学生として海外に派遣されるプログラム

ニュースカイホテル 2F「ストリングス」

での体験紹介です。我がクラブも8月に台北大同扶輪

○西 RC～最終例会のため時間場所変更

社への短期青少年交換留学の送り出しがあります。ぜ

[変更前] 6月28日（火）１2：30～

ひ参考にしていただき、検討してみてはいかがでしょ

[変更後] 6月28日（火）１8：30～
[場

所]

うか？P.18～20は「This Close」ポリオ撲滅に取り組

ホテルキャッスル 地下「桃花源」

むロータリアンたちの記事で、熊本城東 RC、大分宇佐

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

八幡 RC、そして我が熊本南 RC の馬場大介 RAC 委員長

程] 6月29日（水）１2：30～

の記事です。RAC・IAC と募金活動をし、予想を上回る

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

金額を財団に寄付したとのこと。ロータリアンとして

程] 6月29日（水）１2：30～

誇りと喜びを感じたと綴っておられます。お疲れさま
でした。P.21はロータリーの友編集長より「あなたの

◆新入会員自己紹介 3回目（大津英敬君）

クラブに女性会員はいますか」の記事です。今年度 K.R.
ラビンドラン RI 会長はたびたび女性会員の必要性に
ついて問いかけをしてこられました。二神編集長はこ
のことについて女性会員を無理に入れる必要はない
が、女性だから入れないという考え方は排除すべきで、

皆さま、こんにちは。3回目の自己紹介は仕事につ

大切なのは性別ではなく、どの様な人かということだ

いてお話いたいと思います。私はヒデ コーポレーシ

と述べておられます。P.37ガバナーのページより、我

ョンというデザイン事務所を約20年やっています。先

が第2720地区 野田三郎ガバナーの記事です。野田ガ

ほど後藤会長のお話にもございましたが、地震の影響

バナーは今年度を振り返り、ロータリーの哲学である

で予定されておりましたイベント等はほぼ中止とな

「The Object of Rotary」（ロータリーの目的）の地

りましたので、制作途中のものも含め、予定していた

区内への浸透を図ることを最優先に取り組みました。

ものほとんどが来年以降へ持ち越しとなりました。最

公式訪問ではアドレスを通じて私自身のロータリー

近は復興に関する企画物の仕事が増えてきている状

に対する考え方を多くのロータリアンの方々と語り

況です。仕事内容としましては、主にグラフィックに

合えたことが新たな気づき、成長に大きく貢献しまし
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た。ロータリーの哲学や精神をよく理解することで一

●スマイルボックス（藤見泰之君）

つひとつの奉仕活動の意義が深くなり、意識も高まり、

○後藤

博君・吉永彰一君・漆島典和君・古財良一君

その結果としてロータリアンとしての自信と誇りに

木村仁治君

つながってくる。年配会員と若手会員の互いの世代間

熊本中央 RC 大熊様のご来訪を心より歓迎申し上げま

交流を蜜にし、ロータリー活動が「人生の豊かさの一

す。本日の新入会員卓話 山下会員のお話を楽しみに

助」となりますことを祈念申し上げます、と述べられ

しております。お時間の許す限り、会社の PR を含め

ておられます。任期も残すところ1ヶ月余りとなりま

てお話いただけたらと思います。また、蛇の目ブロッ

した。最後まで健康に留意され、完遂されることを祈

ク株式会社の 90 周年、原会員おめでとうございます。

念いたします。

100 周年に向け益々のご発展を祈念しております、
○野口泰則君

●親睦活動委員会（森本康文君）

熊本中央 RC 大熊さんのご来訪を心より歓迎いたしま
す。大熊さんは熊本地震前震翌日 4 月 15 日に一緒に
台北に参り、地区大会に参加した仲間です。今日は例
会をお楽しみください。
○堀川貴史君

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会よりご案内で

熊本中央 RC 大熊さんのご来訪を心より歓迎いたしま

す。6/17（金）ゴルフコンペと新入会員歓迎会を開催

す。地区大会から台北訪問と色々お世話になり、あり

いたします。多数のご参加をお待ちしております。

がとうございます。

（詳細は下記のとおり）

○堀川貴史君
原さん、創立 90 周年おめでとうございます。今後ま

✩ゴルフコンペ

すますのご発展を祈念いたします。

【日 程】6月17日（金）9：31スタート

○高宮

宏君・坂本研一君・園田修司君・三角雄介君

【場 所】あつまるレーク CC

永井富士雄君・坂本幸樹君・藤見泰之君・北口

【会 費】8,300円（プレー費）/2,000円（会費）

蛇の目ブロック株式会社 創立 90 周年を祝してスマイ

【表彰式】プレー後クラブハウスにて

ルいたします。
○原

裕一君

誠君

Ⅹ

✩新入会員歓迎会

震災経過中なのですが、平成 28 年 4 月 15 日に増資を

【日 程】6月17日（金）18：30～

行い、90 周年に合わせて蛇の目ブロック株式会社に社

【場 所】ホテル日航熊本 2F「アソシェッド」

名変更いたしました。地震の 14 日と 16 日の間という

【会 費】6,000円（新入会員は無料）

こともあり、感慨深い年となりました。今日は弊社の

※会費は当日徴収です。

マークである蛇の目マークでとらや様よりオートク
チュールで干菓子を作っていただきましたので、日頃

◆2016-17年度 姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君）

お世話になっています先輩へご笑納いただきたく持
参いたしました。

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会より
ご案内しておりますとおり、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、現在2名の

○寿崎

肇君

参加希望をいただいておりますが、今回は5名受入れ

この度の熊本地震お見舞い申し上げます。私に対し、

可能です。お子さまやお孫さまには異文化に触れる貴

多くの方が水を贈ってくださったり、また、お見舞い

重な体験ができますので、ぜひこの機会に申し込みい

金をいただき恐縮しております。いただいたお金は熊

ただければと思います。どうぞよろしくお願いいたし

本城のための寄付として差し上げたいと思います。

ます。
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●新入会員卓話（木村仁治君）
「昨今の旅行業界」について

まして本日の卓話とさせていただきます。本日は誠に
山下洋一郎君

ありがとうございました。
◆5/30 第 35 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
地区の管理運営（１）
前回までの地区役員に続き今週からは地区の管理
運営について述べたいと思います。まず、最初はガ

4 月 11 日に歴史と伝統のある熊本南ロータリークラ

バナー公式訪問についてです。

ブに入会させていただきました山下でございます。本

ガバナー公式訪問

日は卓話ということで、昨今の旅行業界について少し

各クラブが、その所属している国際ロータリーの役

お話したいと思います。当社は昨年 4 月 1 日、東京の

員と公式に接触する年一回の大切な機会です。

東武鉄道グループの旅行部門として新たな一歩を踏

（1）まず会長、幹事、会長エレクトとの会談が行

み出しました。この会社は東武トラベルとトップツア

われ、ガバナーはクラブの実情を聴取し、クラブ側

ー(旧東急観光)の合併により誕生した会社です。今グ

は問題点を提起してお互いに率直な討議を行いま

ループ内で一番の広告塔は「東京スカイツリー」で、

す。特にその年のテーマの実施および内部拡大に重

このスカイツリー及び東武鉄道の沿線にある日光・鬼

点が置かれます。

怒川温泉への誘客が我々に課せられた大きな使命で

（2）ついでクラブ協議会が開かれます。ここで各

あります。また今年は「リオ・オリンピック」開催の

委員会のその年度の奉仕活動が報告され、ガバナー、

年であり、そのリオ・オリンピックのオフィシャルエ

またはガバナー補佐の指導を受けます。

ージェントである当社は現在ツアー参加者を募集し

（3）最後にガバナーは例会に出席し、その年度の

ています。おかげさまで現在順調に販売を重ねており、

RI 会長のテーマの解説とその実施について激励を

コースによっては既に完売のツアーも出てきていま

含めたスピーチを行います（ガバナーアドレス）。

す。また 4 年後の「東京 2020 オリンピック」につき

（2）と（3）の順序が変更することもあります。ガ

ましても当社を含めた 3 社がオフィシャルエージェン

バナー公式訪問は査閲や監査ではありません。クラ

トとして大会のお手伝いをさせていただくことにな

ブ会長はこの機を利用し、その年度の成功への跳び

りました。東京オリンピックの成功は我々の悲願であ

台にしなくてはいけません。

り、この世紀の大イベントが日本復活に向けての大き

地区リーダーシップ・プラン（DLP）を採用した地

なきっかけになるものと信じています。全国的には大

区では、ガバナーはクラブをひとつひとつ訪問する

きな国際級の大イベントのおかげもあり、大変活気が

代わりに、合同例会や、都市連合会を利用して訪問

ある業界の様に見えますが、ここ熊本においては震災

することができます。ガバナー補佐（アシスタン

の影響で既に 1 億円以上の団体取消しが発生し、将来

ト・ガバナー）を複数任命し、ガバナー補佐が担当

に向けて大きな不安を持つばかりであります。現在熊

地域内クラブを少なくとも四半期に一度、訪問する

本にお越しの方々とは復興支援で当県のためにご尽

ことになります。2000 年 2 月の理事会で、2002 年 6

力いただいている方々ばかりです。少しずつ回復して

月 30 日までに、世界のすべての地区が、その地区

いく熊本の町並みに反比例し、復興が進めば進むだけ

独自の、または RI 所定の地区リーダーシップ・プ

お泊りの方々は減る一方です。またこれまで大自然阿

ランを採択するように義務付けられました。公式訪

蘇を中心にお越しいただいていた修学旅行生は本年

問はなるべく年度の初期に、遅くとも前半期に完了

全て取り消しとなりました。修学旅行というものは安

するよう要請されています。

心安全第一で、一度逃げた学校は最低 3 年は戻って参
りません。この状況を救えるのは皆さんの発信してい
ただくお一人お一人の「声」であります。是非みんな

【例会予定】

が協力して熊本復活に向け発信していきましょう。本

6/6

日は脈略の無い話ばかりで退屈された方々ばかりか

6/13 調整中

と存じますが、この度ご縁をいただき晴れて熊本南ロ

6/20 常任委員長退任挨拶

ータリークラブの会員になることが出来ました。まだ

6/27 会長・副会長・幹事退任挨拶

まだ未熟で皆さま方に多数ご迷惑をお掛けいたしま
すが、今後ともご指導ご鞭撻の程、切にお願いいたし

4

会員卓話 田中裕司君

