第３９回例会記録（通算第 2689 回）
平成 28（2016）年６月２０日
藤木御船町長へ寄付 500,000 円（特別積立金より）をお渡しいたしました。

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

７/１０ 広報・奉仕部門合同セミナー

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.会長・副会長・幹事 退任挨拶

＠大分県労働福祉会館
７/２５ 短期青少年交換留学事業説明会
＠ホテル日航熊本「アソシェッド」
７/２６ 16-17 第 1 回市域 RC 会長・幹事会
＠ニュースカイホテル

野田和宏様
工藤青史様（博多 RC）

会長報告（後藤

○西 RC～最終例会のため時間場所変更

博君）

皆さま、こんにちは。まず、先週開催されました臨時総会

[変更前] 6月28日（火）１2：30～

にて承認いただきました基金の名称変更につきまして、
「特別

[変更後] 6月28日（火）１8：30～

積立金」とし、一般会計にて計上されます。臨時総会後の定

[場

例理事会にて現在700,000円の特別積立金のうち、当クラブ特

○東 RC～最終例会のため時間場所変更

別名誉会員の藤木正幸会員が町長を務める御船町へ500,000

[変更前] 6月28日（火）１2：30～

円寄付することが決定いたしました。このあと藤木町長を訪

[変更後] 6月28日（火）１9：00～

問しお渡ししてまいります。

[場

さて、6/17（金）ゴルフコンペと新入会員歓迎会が開催さ

所]

所]

ホテルキャッスル 地下「桃花源」

ホテルキャッスル 地階「キャッスルホール」

○05福祉 RC～定款に基づき休会

れ、今年度予定されておりました行事はすべて終了いたしま

[日

した。例会も次回が最後となりますので、本日の卓話は常任

○平成 RC～定款に基づき休会

委員長退任挨拶です。常任委員長の皆さまよろしくお願いい

[日

たします。

○東南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 6月28日（火）１2：30～
程] 6月29日（水）１2：30～
程] 6月29日（水）１2：30～

例会変更のお知らせ

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

○城東 RC～定款に基づき休会

[日

[日

○江南 RC～定款に基づき休会

程] 6月27日（月）１2：30～

程] 6月29日（水）１2：30～

○西稜 RC～最終例会親睦会のため場所変更

[日

[日

程] 6月27日（火）１8：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

[場

所] ホテル日航熊本 2F「レ・セレブリテ」

[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

程] 6月29日（水）１2：30～
程] 6月29日（水）１2：30～

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

○北 RC～定款に基づき休会

の「2016年 規定審議会レポート」です。3年に一回開催され

[日

ますが、今年の4月にアメリカ・シカゴで多くのことが変わ

程] 6月30日（木）１2：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

りました。特に影響の大きいものを紹介します。①会員身分

[日

がシンプルになります。今までは役職、住所、肩書き等が定

程] 6月30日（木）１3：00～

められていましたが、すべて削除され、人格、人間性重視、
幹事報告（吉永彰一君）

どのような方が入会するかはクラブの裁量に委ねられます。

1.例会終了後「2016-17（次年度）歴代会長会」を開催いたし

②例会の開催に柔軟性が持たされます。あくまで毎週が基本

ます。関係各位は熊日倶楽部へお集まりくださいますよう、

は変わりませんが、頻度をクラブの細則に定めれば、少なく

お願いいたします。

とも月2回の例会開催でもよいことになりました。③入会金
が廃止となりました。新入会員に対して入会金の制度がなく
なりました。クラブの予算組み等では注意が必要となります。

出席報告（三角雄介君）
出席数

出席率

前々回
修正出席率

④理事会・委員会の構成が一部変わります。クラブ広報⇒公

会員数
６３名

４１名

73.21％

７７.５８％

大きく四つほど変更があります。細則の変更に関しては、ク

共イメージ、クラブ会計⇒理事会のメンバーとすること等々、
ラブの責任が大きくなったといえると思います。将来を見据

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

欠席記録免除者 2名

え慎重な検討が必要と思います。P.22、熊本地震に対する記
事です。福山北 RC の田中

０名（会員数には含まれません）

宏会員が投稿されています。P.23

右上には「ロータリー熊本地震総合支援室」の設置と、送金
口座開設の案内が出ております。P.29「ロータリーの友」編

◆野田三郎ガバナー報告

集長より「ロータリークラブ細則」の変更についてわかりや
すい解説です。①どこでどう変わったか、しっかり確認して
話し合い、変更すること、②細則の改正については理事会で
承認後10日前までに全会員に改正案を通知し、例会で3分の2
以上の賛成があって成立すること、です。P.37事務所変更の

皆さま、こんにちは。まず、ガバナー年度もいよいよ終わ

ご案内（7月～）です。第2720地区は天草パールライン、く

りとなります。熊本南 RC の皆さまにはご支援、ご協力をい

にさき、竹田、玉名中央 RC が変更になります。縦書き P.22

ただき、誠にありがとうございました。2013年9月27日にガ

に熊本西南 RC の古賀

バナーノミニーの決定を受け、今年度ガバナー年度におきま

修会員の川柳、P.25ロータリーアッ

トワークより、八代東 RC のサッカー大会開催の記事です。

しては公式訪問、IM、各委員会、周年行事、国際大会、地区

以上で6月号の報告を終わります。最後に、報告にあたり地

大会等への出席、また韓国と台湾との姉妹地区締結、そして

区ロータリーの友委員の高宮

この間には熊本地震もございました。この3年間をまとめた

宏会員に毎月情報の提供と

アドバイスをいただきましたことに心より感謝申し上げま

いと思い、私の足跡というテーマで冊子を作成することとな

す。次年度 永井富士雄委員長にバトンを渡し、私の任務を

りました。ご興味がおありでしたらご一読いただけますと幸

納めさせていただきます。1年間ありがとうございました。

いです。また、本日は長男も例会に参加させていただいてお
ります。今後とも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）
○工藤青史様（博多 RC）

委員会報告

Ⅲ

皆さま、ご無沙汰しております。このたびの熊本地震では多

●雑誌委員会（丸山浩之君）

くの方々が被災され心よりお見舞い申し上げます。私も熊本
で前震に会い、本震で実家が使用不能となり現在取り壊しの
ための手続きを行っているところです。帰郷の度に見る熊本
城には涙が出てきます。がんばれ熊本、がまだせ熊本！応援
しています。

まず、P.3から、RI 会長より「奉仕の姿」として最後のメ

○後藤

ッセージです。世界をより豊かにし、絶望を希望に変え、恵

博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君

坂本幸樹君・木村仁治君

まれない人々に上昇への道を示すロータリーは私たち一人

博多 RC 工藤青史様、野田和宏様のご来訪を心より歓迎申し

ひとりが「世界へのプレゼントになる」ことで、多くの人々

上げます。工藤さんには久々の熊本南 RC 例会をお楽しみい

への贈り物になるのですと結んでおられます。今月は親睦活

ただけたらと思います。

動月間です。P.15に世界の親睦活動グループが紹介されてい
ます。今回一番に紹介しなければならないのが、P.16～19
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○堀川貴史君・喜讀宣友君・坂本研一君・園田修司君
永井富士雄君・三角雄介君・藤見泰之君・北口

●常任委員長退任挨拶

誠君

○会員維持増強委員長（高宮

宏君）

西川尚希君
野田ガバナーご子息 野田和宏様、博多 RC 工藤青史様のご
来訪を歓迎しスマイルします。
○高宮 宏君
元会員の工藤さんのご来訪を歓迎いたします。3 月末の転勤

皆さま、こんにちは。まず、会員維持増強委員会では今年

で少々顔色も良く、お元気そうで何よりです。その後、金井

度目標数 72 名としておりましたが、現在の会員数が 63 名と

さんは体重が相当減ったそうですよ。熊本復興のため、熊本

目標数に達することができず残念でした。2 月 8 日にロータ

の夜の街にどんどん投資してください。

リー情報委員会と合同委員会を行い、そこで色々な意見が出

○渕田俊郎君・杉光定則君・星野誠之君

ました。4 月に新入会員を対象としたインフォメーションを

本日の来訪者 博多 RC の工藤青史さんのご来訪を心よりお

行う予定でしたが、地震の影響で開催できませんでした。ま

慶び申し上げます。また、常任委員長の皆さまの退任大変お

た、ロータリー情報委員会からは 1 年間週報にロータリー情

疲れさまでした。

報を掲載していただきました。喜讀ロータリー情報委員長、

○丸山浩之君

大変お疲れさまでした。

雑誌委員長として「ロータリーの友」一年間大変お世話にな
りました。地区委員の高宮さんのご支援のおかげです。あり

○クラブ広報委員長（園田修司君）

がとうございました。また、野田ガバナーご子息の来訪を歓
迎いたします。
○星野誠之君
野田ガバナーご長男の来訪を歓迎します。歴史と伝統ある熊
本南 RC にようこそ。楽しんでいってください。
○野田三郎君

皆さま、こんにちは。今年度クラブ広報委員長の園田です。

Ⅹ

クラブ広報委員会は雑誌委員会と構成されており、基本的に

まず、お礼から申し上げます。熊本南 RC 全会員の皆さまの

は対外的なアピールと対内的なアピール、そしてクラブ間コ

ご推薦をいただきました今年度ガバナー年度もほぼ終了時

ンタクト等を目的としております。クラブ広報の主な仕事と

期を迎えることができました。これも堀川地区幹事はじめ、

して週報がありますが、毎週の例会やイベント時に皆さんの

熊本南 RC の皆さまのおかげでございます。感謝申し上げま

写真を撮ったり記録することに気を付けておりました。FB

す。また、本日例会には私の長男、和宏も同席させていただ

では熊本南 RC のグループがあります。その中でも写真を載

いております。よろしくお願いいたします。

せております。また、本年度はガバナー輩出クラブですので、

○林田公治君・告坂和紀君・雑賀庸泰君・金井昌道君

毎月のガバナー月信を各テーブルに 1 部ずつ用意させてい

大津英敬君・山下洋一郎君

ただきました。ただ、地区でもペーパーレス化を進めており、

17 日は心温まる新入会員歓迎会をありがとうございまし

難しい問題ですが、今後当クラブでも紙媒体から電子媒体へ

た！新入会員 8 名のうち、本日参加の 6 名より先輩方へスマ

の移行を進めていく必要があると思います。この 1 年間色々

イルいたします。

な研修等参加させていただきましたが、どちらのクラブでも

○古財良一君

Ⅱ

同じような悩みを抱えていると感じました。雑誌委員会とし

6/17 後藤会長年度ゴルフコンペとホテル日航熊本で行われ

ましては、西川尚希姉妹クラブ委員長と馬場大介 RAC 委員長

た新入会員歓迎会が無事終わりました。これで今年度親睦活

にご協力いただき、当クラブの活動が「ロータリーの友」に

動委員会の予定も終了です。ありがとうございました。

掲載されました。さらに先日の熊本地震の寄付等、このよう

○田代文明君

Ⅹ

な地道な活動がクラブの広報に繋がっていけばと思います。

先日開催された後藤会長年度ゴルフコンペに参加された皆

1 年間ありがとうございました。

さま、お疲れさまでした。ご一緒させていただいた組のパー
トナーの皆さまの楽しい会話の中、気持ちよくラウンドでき、

○クラブ管理運営委員長（坂本研一君）

おかげで優勝させていただくことができました。優勝賞金全
額の 10,000 円をスマイルいたします。また、本日は所用の
ため早退いたしますので、お詫びも含めてのスマイルです。
皆さま、こんにちは。クラブ管理運営委員長の坂本です。
クラブ管理運営委員会は出席・プログラム・スマイル・親睦
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活動・会計・SAA の 6 委員会で構成されております。まず、

同でポリオ撲滅募金活動を行いました。また、地区補助金と

私がやらなければならないことはロータリアンの義務であ

クローバル補助金につきましては、熊本南 RC より小規模な

る出席ですが、ガバナー輩出年度でもあり、やむを得ず欠席

クラブでも補助金を受け、活動しているクラブがございます

される会員もおり、井上雅文出席委員長にはがんばっていた

ので、当クラブでも是非補助金の申請を行い、活動に活かせ

だきましたが、残念ながら出席率はやや低下したのかなと思

ればと思います。次年度も引き続きロータリー財団委員長を

います。次年度 木村仁治委員長、更なる出席率の向上をよ

務めさせていただきますので、更なるご協力をよろしくお願

ろしくお願いいたします。次にプログラム委員会、卓話者の

いいたします。1 年間ありがとうございました。

手配は本当に大変だったと思います。木村仁治委員長、お疲
れさまでした。おかげで毎回楽しい卓話を聞くことができま

◆6/27 第 39 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

した。次年度 古財良一委員長、引き続きよろしくお願いい

一年間を振り返って

たします。続いてスマイル委員会、早々に今年度目標額をク

4 月 14 日、熊本駅の新幹線ホームでお昼前に田中裕司会

リアしていただきました。永井富士雄スマイル委員長ありが

員、坂本幸樹会員と笑って挨拶を交わしたその夜に熊本で地

とうございました。親睦活動委員会、こちらは古財良一委員

震が起こるとは夢にも思いませんでした。更にそれが「前震」

長に大変がんばっていただきました。記憶に新しいところで

と呼ばれるものであり 28 時間後の 16 日未明想像を絶する

すと、熊本地震直前に熊本城で花見の会を行いました。古財

「本震」が訪れるとは・・・固定概念は全て覆され、まさか

委員長のアイデアと行動力に感謝いたします。会計委員会の

自分たちが被災者になるとは。ロータリーの友の 3 月号の縦

玉田光識委員長、会計は何の問題もなく、1 年間お世話にな

書き巻頭ページの第 2760 地区の講演要旨、
「人は自然災害と

りました。最後に SAA 委員会、坂本幸樹委員長には副幹事も

どう向き合うか」今読み返してみると西日本に大震災が起こ

兼任ということで大変だったと思います。お世話になりまし

る可能性について触れています。まるで何かの教示であった

た。以上、クラブ管理運営委員会の総括とさせていただきま

かのように・・・今回の地震では、改めて世界各国のロータ

す。1 年間ありがとうございました。

リアンの友情に気づかされました。特に姉妹ロータリークラ
ブである台北大同扶輪社のご厚情には感謝しきれないもの

○奉仕プロジェクト委員長（漆島典和君）

があります。過去の災害で被災された方に対しどこか他人事
と思っていた自分が恥ずかしくなりました。復興に向けた活
動においては「4 つのテスト」に照らしてやることが大事で
あると思います。
「平成 28 年熊本地震」を通して、新たな気
づきがあり、自己の成長へつなげていくことこそがロータリ

皆さま、こんにちは。今年度 後藤会長のアイデアで色々

アンとして重要なことであると思います。一年間「ロータリ

なことを企画していただき、楽しい 1 年間でした。奉仕プロ

ー情報」をお読みいただきありがとうございました。

ジェクト委員会の各委員長にはそれぞれの委員会で役目を
果たしていただき、心より感謝申し上げます。ひとつ残念だ

◆6/17 後藤年度ゴルフコンペ＠あつまるレーク CC

ったのは、今年開催されますリオオリンピックに熊本から水
球で出場される方の壮行会を青少年奉仕委員会で企画して
おりましたが、残念ながら熊本地震の影響で断念いたしまし
た。是非がんばっていただきたいと思います。また、姉妹ク
ラブ委員会は交換留学生の受入れがございました。西川尚希
姉妹クラブ委員長は大変だったと思います。お世話になりま
した。以上、簡単ですが奉仕プロジェクト委員会の総括とい
たします。次年度も引き続きよろしくお願い申し上げます。
○ロータリー財団委員長（原

田代文明会員、優勝おめでとうございます！

裕一君）

◆6/17 新入会員歓迎会＠ホテル日航熊本「アソシェッド」

皆さま、こんにちは。ロータリー財団委員長として、今年
度 1 年間研修等に参加し、ロータリー財団の目的や活動等の
紹介をさせていただきました。また、RAC・IAC 委員会と合
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