第３８回例会記録（通算第 2688 回）
平成 28（2016）年６月１３日
RI 第 2530 地区 大橋廣治パストガバナー（福島南 RC）のご来訪を歓迎いたします。

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

1.今日の歌

６/２５-２６ 第 31 回ローターアクト研修会

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.常任委員長 退任挨拶

＠亀山亭ホテル・羽田多目的
交流館
７/１０ 広報・奉仕部門合同セミナー
＠大分県労働福祉会館

角岡秀昭様（かどおか歯科医院長）
大橋廣治様（RI 第 2530 地区 PG・福島南 RC）
松川勝史様（熊本第 4G ガバナー補佐・江南 RC）
張 翰博君（米山奨学生）

○北 RC～会長幹事慰労会のため時間変更
[変更前] 6月23日（木）１2：30～
[変更後] 6月23日（木）１8：30～
○りんどう RC～最終夜例会のため時間場所変更
[変更前] 6月23日（木）１3：00～

会長報告（後藤

博君）

皆さま、こんにちは。先週行われました「臨時理事

[変更後] 6月23日（木）１9：00～
[場

所] お料理 まじま

会」のご報告です。本日例会にて「臨時総会」を開催

○城東 RC～定款に基づき休会

することが承認されました。後ほど行いますので、皆

[日

さまご協力のほどよろしくお願いいたします。

○西稜 RC～最終例会親睦会のため場所変更

程] 6月27日（月）１2：30～

[日

程] 6月27日（火）１8：30～

幹事報告（吉永彰一君）

[場

所] ホテル日航熊本 2F「レ・セレブリテ」

1.第 2720 地区 野田三郎ガバナーより「米山記念奨学

○西 RC～最終例会のため時間場所変更

会 年度最終月（普通・特別寄付）についてのお願い」

[変更前] 6月28日（火）１2：30～

が届いております。

[変更後] 6月28日（火）１8：30～

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。

[場

所]

ホテルキャッスル 地下「桃花源」

○東 RC～最終例会のため時間場所変更
[変更前] 6月28日（火）１2：30～

例会変更のお知らせ

[変更後] 6月28日（火）１9：00～

○05 福祉 RC～年祝いのため日程変更

[場

[変更前] 6月21日（火）１2：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会

[変更後] 6月25日（土）18：00～

[日

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]

ホテルキャッスル 地階「キャッスルホール」

程] 6月28日（火）１2：30～

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

○平成 RC～定款に基づき休会

ならないと思っているところであります。熊本南ロータ

[日

リークラブの今後ますますのご発展と、一日も早い復興

程] 6月29日（水）１2：30～

○東南 RC～定款に基づき休会
[日

を祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

程] 6月29日（水）１2：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

熊本第4G ガバナー補佐挨拶（松川勝史様）

程] 6月29日（水）１2：30～

○江南 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～

○北 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。今年度ガバナー補佐として最後

程] 6月30日（木）１2：30～

の例会訪問になるかと思います。貴クラブへは例会やク

○りんどう RC～定款に基づき休会

ラブ協議会等に参加し、大変貴重な経験をさせていただ

[日

きました。今後に活かしていきたいと思います。次年度

程] 6月30日（木）１3：00～

7月より熊本南 RC 会員の塚本

となります。1年間大変お世話になりました。ありがと

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

４３名

72.41％

７３.６８％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

うございました。
熊本第4G 次年度ガバナー補佐挨拶（塚本

侃君）

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

定例理事会報告（後藤
1.川越

侃ガバナー補佐へ引継ぎ

博君）

皆さま、こんにちは。次年度ガバナー補佐を拝命いた

武会員の退会（6/30 付）について

しました塚本です。半年ほど前からガバナー補佐の研修

⇒承認されました。

が始まっておりますが、松川ガバナー補佐には何もわか

2.特別積立金について

らないところから色々教えていただきまして、何とかな

⇒御船町に 500,000 円寄付することが承認されました。

るのではとやっと思えるようになってきました。今後も

3.事務局員の夏季賞与について

引き続きお世話になることと思います。どうぞよろしく

⇒支給（前年度同額）することが承認されました。

お願いいたします。松川ガバナー補佐、1年間大変お疲
れさまでした。

RI 第2530地区パストガバナー挨拶（大橋廣治様）

臨時総会
ロータリークラブ細則第5条第3節により、本日の総会出
席者数は43名で会員総数（63名）の3分の1以上を満たし
ておりますので、本日の臨時総会は成立しているものと
いたします。議案1.「基金の名称変更について」、2.「会

皆さま、こんにちは。RI 第2530地区 パストガバナー

長デグジネートについて」を本日の臨時総会にて出席者

の大橋と申します。今朝新幹線で熊本駅に到着いたしま

の皆さまの承認をいただきたくご提案いたします。

した。こちらに向かう途中、ブルーシートや解体の現場、

1.基金の名称変更について

そして世界の遺産である熊本城の悲惨な姿が目に入り

⇒「特別積立金」に変更することが承認されました。

ました。また、熊本へは私共の福島から未だ100名近く

2.会長デグジネートについて

の方が避難されております。5年前の震災ではこちら第

⇒喜讀宣友会員が承認されました。

2720地区より多大なる義援金を頂戴しました。受けた恩
はお返ししなければいけないという思いから今回訪問
いたしました。熊本城の復興も原発廃炉も何十年かかる
か分かりません。しかし我々ロータリアンはロータリア
ンとしてなすべきことをきちんとやっていかなければ
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◆2016-17年度 姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君）

○塚本

皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員長の馬

侃君

Ⅲ

熊本江南 RC 松川ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたし

場です。次年度短期青少年交換留学生5名が決定いた

ます。

しましたのでご報告申し上げます。尚、ご案内してお

○坂本研一君・星野誠之君・永井富士雄君・藤見泰之君

りますとおり、引率者含め渡航手続申込書及びパスポ

福島南 RC 大橋パストガバナー、熊本江南 RC 松川ガ

ートの提出を至急お願いいたします。日程や説明会等

バナー補佐、卓話者 角岡様、米山奨学生 張 翰博君

につきましては後日ご案内いたします。

のご来訪を歓迎しスマイルいたします。
○杉光定則君

◆2016-17年度 米山奨学会委員会報告（園田修司君）

本日の卓話者 角岡秀昭様と米山奨学生の張

翰博君

のご来訪を歓迎いたします。
○寿崎

肇君

代継宮での年祝い祈願祭に参加させていただきまし
た。いつも元気をいただいております。6 月 8 日寿崎
育英財団大分での理事会は勉強させていただきまし
米山奨学生 張

翰博君へ6月分奨学金の交付がござ

た。一昨日 11 日は第 2720 地区 IAC 次期会長幹事研修

いました。

会に出席、大分県の高校生の奉仕活動に感激いたしま
した。

委員会報告

○星野誠之君

●親睦活動委員会（大津英敬君）

子供たち 3 人が地元の野球チームに入ることになりま
した。とても歓迎され、断る状況にありませんでした。
練習の送り迎え、土日の練習と親も大変ですが頑張り
ます。決意のスマイルです。
○喜讀宣友君
震災以来、初めての出席で緊張しております。何卒お

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より6/17（金）

手やわらかにお願いいたします。

ゴルフコンペと新入会員歓迎会のご案内です。ゴルフ

○金井昌道君

コンペは締め切りましたが、歓迎会のほうはまだ間に

当社の硬式野球部が今年も都市対抗に第 3 代表で出場

合いますので、ご参加のほどよろしくお願いいたしま

できることになりました。皆さんの温かい応援にスマ

す。

イルです！
○井上雅文君

●スマイルボックス（藤見泰之君）

先週年祝いのおめでたい席にも関わらず、ひどく酔っ

○大橋廣治様（第2530地区 PG・福島南 RC） Ⅹ

払ってしまい、皆さまにご迷惑をおかけしました。特

○松川勝史様（第 2720 地区 G 補佐・熊本江南 RC）

Ⅱ

に古財さん、丸山さんには自宅まで送り届けてくださ

本日は第 4G ガバナー補佐として最後の貴クラブ訪問

りありがとうございました。今後は飲み過ぎないよう

です。1 年間お世話になりました。貴クラブでの貴重

心掛けてまいります。反省のスマイルです。

な経験を今後に活かしたいと思っています。

○水野東洋君

○後藤 博君・吉永彰一君・漆島典和君・坂本幸樹君

丸山さん、本日は RKK「火の国魂」の撮影ありがとう

木村仁治君

ございました。また、本日は早退しますのでお詫びの

福島南 RC 大橋様、熊本江南 RC 松川様、米山奨学生

スマイルです。

張 翰博君のご来訪を心より歓迎申し上げます。また、

○田川憲生君

本日はビジネス卓話ということで角岡先生にご来訪

先週の年祝いの一連の行事に参加できず申し訳あり

いただいております。歴史と経営のお話を楽しみにし

ませんでした。私は当事者でしたが、商工会議所の会

ております。よろしくお願いいたします。

頭として地震対策で福岡へ出張となりました。

○野田三郎君・堀川貴史君

○鬼塚貴志君

Ⅲ

RI 第 2530 地区 大橋パストガバナー、熊本第 4G 松川

お疲れさまです。来たり来なかったりで申し訳ござい

ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎いたします。

ません。お詫びのスマイルです。
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●新入会員卓話（木村仁治君）
「戦国武将に学ぶ事業経営」について
角岡秀昭様（かどおか歯科医院長）

◆6/20 第 38 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）
関東大震災と RI の救援活動
本年 4 月 14 日、16 日未明に震度 7 以上を 2 回も記
録する未曾有の平成 28 年熊本地震以降、台湾をは
じめとする各地から多くの救援の手をさしのべら
れている。本当にありがたいことである。この状況
は 1923 年の関東大震災後によく似ているようであ
る。東京 RC の創設当初は、活動に対する会員の関
心も薄く、時には例会の存続も危ぶまれるほどであ
った。そのクラブに活を入れたのは、幸か不幸か、
1923 年 9 月 1 日に起きた関東大震災である。「東京
全滅」との凶報が海外に伝えられると、まもなく各
国から救援の手が差し伸べられた。国際ロータリー
からは、ガイ・ガンデーカー（Guy Gundaker）会長
の見舞い電報とともに 2 万 5,000 ドルが贈られてき
たのをはじめ、シカゴから 1,500 ドル、ニューヨー
ク、サンフランシスコからそれぞれ 1,000 ドルなど
続々と義捐金や救援物資が到着。そのクラブ数はア
メリカ、イギリス、カナダをはじめ 503 クラブに及
び、RI からの 74,216 円を筆頭に金額は 8 万 9,161
円に達した。<1970 年当時の貨幣価値で 3 億円ほど>
この義捐金によって、東京 RC は大掛かりな社会奉
仕活動を実行することとなった。まず、東京市の孤
児院の敷地内に、別棟の「ロータリーの家」を新築
の上、寄贈することを決定、さらに東京、横浜の消
失小学校 188 校への備品送呈、ある会員管理の消失
産科医療病院への寄付、殉職警察官遺族への援助な
どを繰り広げた。これらは被災者救援と震災復興の
一助となった。奉仕の喜びを経験した会員たちは、
改めてロータリーの力を認識し、その発展を念願す
るようになった。これによってクラブ運営も一新さ
れ、それまで月一回だった例会も毎週水曜日に開か
れることになった。なお、残念なことに「ロータリ
ーの家」は、のちに戦災で焼失してしまった。さて
我々熊本南 RC の会員はこの熊本地震を契機として
なにができるのだろうか？
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