第３６回例会記録（通算第 2686 回）
平成 28（2016）年５月３０日
台北大同扶輪社と竜ヶ崎 RC からのお見舞い金を熊本市へ全額寄付。

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
末永淳吾君（熊本南 RAC）

会長報告（後藤

1.今日の歌
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4.外部卓話 堀 芳郎様
（堀公認会計士事務所）
田中裕司君

＠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

博君）

皆さま、こんにちは。先日本屋に行きましたところ、
熊本地震の本が出ていました。熊日新聞や読売新聞か

幹事報告（吉永彰一君）
ございません

らの写真が多数掲載されております。
さて、先週開催されました臨時理事会のご報告です。

例会変更のお知らせ

台北大同扶輪社と竜ヶ崎 RC からのお見舞い金総額

○城東 RC～年祝いのため時間場所変更

1,300,000 円につきまして、熊本城のライトアップ費用

[変更前] 6月6日（月）１2：30～

として熊本市へ全額寄付することが承認されました。

[変更後] 6月6日（月）１8：30～

本日、大西熊本市長へ直接お渡しいたします。正直熊

[場

本城どころではないという市民の声もあるようです

○西 RC～年祝いのため時間場所変更

が、熊本城を照らすことで、復興のシンボルとなれば

[変更前] 6月7日（火）１2：30～

と思います。

[変更後] 6月7日（火）１8：30～

また、現在ソウルで開催中の国際大会ですが、当ク

[場

所] 青柳

所] ニュースカイホテル 1F「光琳」

ラブからは野田三郎ガバナー・堀川貴史地区幹事・今

○中央 RC～年祝いのため場所変更

村浩昭地区副幹事・丸山浩之地区副幹事とご夫人 2 名

[日

程] 6月10日（金）１8：30～

の合計 6 名が参加されています。こちらも地震の影響

[場

所] 和食「仲むら」

が出ておりキャンセルが多数あったようです。当クラ

○東南 RC～慶祝会のため時間場所変更

ブも被災された方が多数いらっしゃいますが、川越

[変更前] 6月15日（水）１2：30～

武会員の新茶家も被災し残念ながら廃業されます。ご

[変更後] 6月15日（水）１8：30～

挨拶状が届いておりますのでご報告申し上げます。

[場

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

所] 日本料理 おく村

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

例会変更のお知らせ

○江南 RC～定款に基づき休会

○城東 RC～年祝いのため時間場所変更

[日

[変更前] 6月6日（月）１2：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

[変更後] 6月6日（月）１8：30～

[日

[場

程] 6月29日（水）１2：30～
程] 6月29日（水）１2：30～

所] 青柳

○西 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7日（火）１2：30～
[変更後] 6月7日（火）１8：30～

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

[場

６３名

３１名

54.38％

６８.４２％

所] ニュースカイホテル 1F「光琳」

○江南 RC～年祝いのため場所変更
[日

程] 6月8日（水）１8：30～

[場

所] マリーグレイス

出席規定適用免除者
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
●SAA 委員会（坂本幸樹君）

○西稜 RC～年祝いのため場所変更
[日

程] 6月13日（月）１8：30～

[場

所] 日本料理 おく村

皆さま、こんにちは。SAA 委員会よりお知らせです。
次回6/6（月）例会よりクールビズといたします。ど
うぞよろしくお願いいたします。

○05 福祉 RC～清掃のため時間場所変更
[変更前] 6月14日（火）１2：30～

◆2016-17年度 姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君）

[変更後] 6月14日（火）6：30～
[場

所] 県民総合運動公園

○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

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会より

所] 日本料理 おく村

ご案内です。短期青少年交換事業につきまして、現在

○西南 RC～創立 40 周年記念例会のため日程場所変更

2名の参加希望をいただいておりますが、あと3名受入

[変更前] 6月16日（木）１2：30～

れ可能です。できれば5名で参加したいと思っており

[変更後] 6月17日（金）１8：30～
[場

所]

ますので、是非よろしくお願いいたします。また、参

ニュースカイホテル 2F「ストリングス」

加希望の方には、旅行日程表（仮）をお渡ししますの

○05 福祉 RC～年祝いのため日程変更

でご確認ください。尚、7/25（月）例会終了後、旅行

[変更前] 6月21日（火）１2：30～

説明会を開催予定です。どうぞよろしくお願いいたし

[変更後] 6月25日（土）18：00～

ます。

○西稜 RC～最終例会親睦会のため場所変更
[日

程] 6月27日（火）１8：30～

[場

所] ホテル日航熊本 2F「レ・セレブリテ」

●スマイルボックス（永井富士雄君）
○後藤

○西 RC～最終例会のため時間場所変更

古財良一君

[変更前] 6月28日（火）１2：30～

本日の卓話者 金井昌道会員に心から感謝します。

[変更後] 6月28日（火）１8：30～
[場

所]

○永井富士雄君

ホテルキャッスル 地下「桃花源」

昨日は田崎市場で「復興朝市」が開催されました。朝

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

早い時間にも関わらずたくさんの方々に来場いただ

程] 6月28日（火）１2：30～

きました。今回は青果が中心でしたが、皆さんに感謝

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

しスマイルいたします。

程] 6月29日（水）１2：30～

○金井昌道君

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

地震の復旧活動では大変お世話になりました。皆さん

程] 6月29日（水）１2：30～

の暖かい激励とご支援で都市ガスの復旧が一週間も

○東南 RC～定款に基づき休会
[日

博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君・

早く完了できました。皆さんのご支援に感謝のスマイ

程] 6月29日（水）１2：30～

ルです。
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○藤見泰之君
本日は研修会出席のため欠席いたします。また、28 日
土曜日に RKK テレビの「火の国魂」に出演させていた
だきました。夢のテレビ出演が叶いました。
○西川尚希君
クールビズと間違えてネクタイを忘れてしまいまし
た。お詫びのスマイルです。
○金井昌道君
クールビズで来てしまいました。大変申し訳ありませ
んのスマイルです。
●新入会員卓話（古財良一君）
「平成28年熊本地震対応状況」について

金井昌道君
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会の開催期日について、従来はガバナーの公式訪問
終了後が推奨されていましたが、1999 年 11 月の RI
理事会決定により、ロータリー年度前半の開催が推
奨されることになりました。なお、2013 年の規定審
議会でクラブからの立法案の決議が行えるように
地区決議会の新設が認められました。
【例会予定】
6/13 外部卓話 角岡秀昭様
6/20 常任委員長退任挨拶
6/27 会長・副会長・幹事退任挨拶

◆5/28-6/1 2016年 ロータリー国際大会inソウル

◆6/6 第 36 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
地区の管理運営（２）
今回は当クラブが 3 月 26・27 日に主管した地区大
会について述べたいと思います。
地区大会
これは地区で行われる最大の行事です。元来、地区
大会は国際ロータリーが行わせる行事ですから、そ
の立案指導の責任はすべて地区ガバナーの負うと
ころとなっています。ホストクラブはガバナーの委
嘱を受けてこれを実行するという立場にあります。
その目的とするところは参加ロータリアンに誇り
と感激を与えることにあります。参加者に「ロータ
リアンでよかった。ロータリーは素敵だ。」と思わ
せれば成功したことになります。それには地元ロー
タリアンおよび家族の善意溢れる歓待、RI 会長代理
の感激に満ちたメッセージ、友愛の広場における親
睦等がその要素となるでしょう。もちろん、情報交
換のための部門別協議会やガバナーノミニーおよ
び規定審議会代表議員、理事指名委員会の選挙、立
法案の討議、奉仕活動に関する決議の採択も重要な
要素です。地区大会の会期は最短二日、最長三日と
され、実質会議時間は従来九時間以上が義務付けら
れていましたが、2001 年 11 月の RI 理事会決定によ
り、これらは推奨事項に変わりました。その後さら
に、その九時間も削除され、推奨事項として会員参
加のグループ討論や、参加者の増加が見込める施設
の選定が挙げられています。地区大会の必須の条件
は、RI 会長代理のスピーチ、前年度の会計報告、該
当する年度での規定審議会代表議員の選出と理事
指名委員の選挙、地区資金の承認などです。地区大
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