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2015-16 年度 後藤 博会長・久峨章義副会長・吉永彰一幹事、1 年間お疲れさまでし た！ 

 

 

幹事報告（吉永彰一君） 

1.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。 

2.例会終了後「2016-17（次年度）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。 

3.例会終了後「R 寿崎奨学会 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。 

 

 

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 ４２名 72.41％   ７９.６６％ 

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） 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。最後の会長挨拶になります。

非常に短く感じられたロータリーの1年間でした。 

さて、先週御船町へ寄付をお渡ししましたが、本日

は藤木会員よりお礼のご挨拶がございます。藤木会員、

後ほどよろしくお願いいたします。 

梅雨とは思えないような涼しい日が続いておりま

す。10日ほど前ですが、我が家に蛇が入っておりまし

た。どこから入ってきたのかと思っていましたが、熊

本地震の影響でしょうか、家の角に2センチほどの隙間

ができており、そこから侵入したようです。最近は地

震の方もだいぶ収まってきたように感じます。今年度

例会は本日が最後となりますが、地震の方も本年度で

収束することを願って会長報告といたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○菊南 RC～幹事追出し会のため時間場所変更 

[変更前] 7月20日（水）１2：30～ 

[変更後] 7月20日（水）１8：30～ 

[場  所] ユウベルホテル「菊泉」 

 

 

 

 

1.今日の歌 

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 就任挨拶 

 

  

 

 

        

 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

７/７ 熊本第 4G 第 1 回会長・幹事会 

     ＠ニュースカイホテル 

７/１０ 広報・奉仕部門合同セミナー 

     ＠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 

７/３１ 第 32 回 IAC 年次大会 

     ＠ホテル日航熊本 

 

 

 

第４０回例会記録（通算第 2690 回）  

平成 28（2016）年６月２７日 

    

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 

ございません 
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◆臨時理事会報告（後藤 博君） 

1.台北大同扶輪社お見舞い報告について 

⇒「熊本地震 写真集」（6冊）を謹呈することが承認

されました。（広報委員会予算より） 

 

◆2016-17（次年度）臨時理事会報告（漆島典和君） 

1.2016-17年度 予算案の承認について 

⇒承認されました。 

2.熊本南ロータリークラブ細則の改定について 

⇒承認されました。7/11（月）例会にて改定 

見直し案 現状 

第 6条 特別積立金および

会費 

第 1 節 

入会を希望する者は、入会

承認に先んじ特別積立金

を納入すべきものとする。

特別積立金は 30,000 円と

する。 

第 6条 入会金および会費 

第 1 節 

入会金は 30,000 円とし、

入会承認に先んじ納入す

べきものとする。ただし、

標準ロータリー・クラブ定

款第 11 条の規定に該当す

る場合はこの限りではな

い。 

 

◆藤木正幸君報告 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。まず、御船町に対し、熊本地

震の寄付をいただきましたことに、町民を代表しお礼

申し上げます。ありがとうございました。また、ロー

タリーの友情に感謝いたします。今回の寄付だけでな

く、会員の皆さま方からは電話や手紙、また支援物資

もいただき、本当に熊本南ロータリークラブに入って

いてよかったと感じました。昨年の4月に御船町長に

就任いたしましたが、就任直後から大雨による災害が

発生、7月には台風で避難勧告・指示、今年1月には大

雪のため再度避難勧告・指示を発令、最後に熊本地震

発生です。この1年で様々な災害が発生しました。御

船町は山間部を多く抱えておりますが、熊本地震と今

回の大雨で相当数の亀裂が入っており悲惨な状況で

す。町民も町職員も疲弊しております。しかし、光を

当てていくことが私の仕事でもありますので、町民と

一緒にがんばっていこうと思います。会社の方も全壊

し、今後どうするか悩みましたが、弟が立て直そうと

一生懸命やってくれています。今回の地震で感じたこ

とですが、最初に困ったことはやはり水、食料がない

ことです。軽い気持ちで HP に「水、食料がない、助

けてください」と書き込んだところ、全国各地から

続々と送ってきました。また、早々にボランティアに

来ていただいた方々と水や食料を配ったりしており

ましたところ、逆に批判するツイッターへの書き込み

で炎上し、SNS の怖さを痛感いたしました。また、私

が町長に就任した時、御船町には防災無線、防災品等

の備蓄がない上、避難訓練もしていないという状況で

したので、今回の地震では伝達手段がなく、あの手こ

の手で色々試してみたものの上手くいかず、結局隣か

ら隣へ伝えていくしかないという結論に達しました。

まず、「隣の方と手をつなぎましょう」ということか

ら御船町の復興を始めています。今回強く感じたこと

は、若い世代だけでは助からなかったということです。

年配の方々の知恵は素晴らしいものです。80才を超え

た方々から色々なアイデアを出していただいたおか

げでこのサバイバルを乗り越えられたと思います。今

後は復旧だけでなく復興をしていかなくてはなりま

せん。私は今なるべく「がんばろう」という言葉をひ

かえています。みんながんばっていますから「一緒に

考えましょう」とお伝えしています。熊本南ロータリ

ークラブ会員の皆さまも同じ熊本の復興を一緒に考

える仲間として、これからもどうぞよろしくお願いい

たします。 

 

●スマイルボックス（永井富士雄君） 

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・坂本幸樹君 

 今年 1 年間ありがとうございました。至らない点も

多々あったかと思いますが、皆さま方のおかげをもち

まして無事務めさせていただきました。次年度 漆島

年度が楽しみです。 

 

○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・永井富士雄君 

 園田修司君・原 裕一君・丸山浩之君・三角雄介君 

 藤見泰之君・北口 誠君 

 後藤会長はじめ執行部の皆さま、1 年間お疲れさまで

した。おかげさまで非常に楽しい 1 年間を過ごさせて

いただきました。ちょっぴり寂しいけど本当にお疲れ

さまでした。 

 

○野口泰則君 

 後藤会長、久峨副会長、吉永幹事、執行部各委員長の

皆さま、1 年間ご苦労さまでした。この年度は記憶に

残る歴史的な年度でした。野田ガバナー誕生、地区大

会開催、そして熊本地震発生。本当にご苦労さまでし

た。そして素晴らしき後藤会長年度でした。熊本南ロ

ータリークラブの歴史と伝統がまた大きく高く深く

広くなりました。ありがとうございました。 
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○堀川貴史君 

 今年度役員の皆さま、会員の皆さま、1 年間お疲れさ

までした。ガバナー選出クラブとして地区並びに野田

ガバナーを支えていただき、ありがとうございました。 

 

○喜讀宣友君 

 後藤会長年度の執行部の皆さま、色々あった 1 年でし

たが本当にお疲れさまでした。また、御船町長 藤木

会員の久々の出席を歓迎いたします。大変でしょうが

共にがんばっていきましょう。丸山会員、TV 出演格好

よかったです。 

 

○杉光定則君 

 後藤会長、久峨副会長、吉永幹事、お疲れさまでした。

私も昨年 7/1 に入会して 1 年を迎えます。今後ともご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○今村浩昭君 

 後藤会長、久峨副会長、吉永幹事、執行部の皆さま、

1年間お疲れさまでした。バカラのグラスで美味しい

トニックウォーターをお飲みください。 

 

○藤木正幸君  Ⅱ 

 わが御船町に対し、熊本南ロータリークラブより寄付

金をいただき、ありがとうございます。ロータリーの

友情に感謝いたします。 

 

○桑原幸雄君・森本康文君 

 先日は新入会員歓迎会を開催していただき、誠にあり

がとうございます。今後ともよろしくお願いします。

お礼のスマイルです。 

 

○寿崎 肇君 

 6月20日、21日宮崎と鹿児島の寿崎育英財団奨学金交

付式が行われました。皆さまのお力添えのおかげです。

6月25日、熊本教育振興会の総会を無事終えました。

木原稔代議士も出席してくださいました。同日大分県

日田で RAC 研修会にも出席、若い人たちの奉仕や親睦

に感激いたしました。感謝してスマイルさせていただ

きます。 

 

○星野誠之君・三角雄介君・原 裕一君 

 土曜の RKK「火の国魂」、丸山さんの勇姿を観ました。

SMBC 日興証券の水野さんとの絶妙の掛け合い、感動し

ました。金曜の夜に二人で冷やかしましたが、すいま

せんでした。今後の私たちの心の支えにします。 

 

 

○永井富士雄君 

 スマイル委員会として、今年度目標額1,500,000円を

計画しておりましたが、皆さまのご協力で1,634,000

円を達成することができました。スマイル委員長とし

て感謝申し上げます。また、藤見副委員長にはサポー

トいただき、ありがとうございました。次年度委員長

であります、西川会員にはより場を盛り上げていただ

き、楽しいスマイルが集まりますよう応援しています。

1年間ありがとうございました。 

  

 

 

 

 

本年度スマイル累計 ¥1，634，000 

✩永井富士雄スマイル委員長、1年間お疲れさまでし

た！ 

 

●退任挨拶 

○会長（後藤 博君） 

  

 

 

 

 

  私は1998年に久峨章義会員と当時会長をされてい

た松本会員にご推薦いただき入会いたしました。当時

は会員が90名ほどだったと思います。ロータリー歴18

年、職業分類は洋服仕立配布業です。非常に敷居の高

いクラブでしたので、果たして私が入会できるのかと

思った記憶がございます。入会当時の例会場はニュー

スカイホテルでした。例会後に塚本 侃会員、東矢憲

一郎会員、久峨章義会員他退会された会員数名とよく

コーヒーを飲みにいきました。その際にロータリーの

ことを色々教えていただきましたので、久峨会長年度

の際には率先して幹事をさせていただきました。2年

ほど前、当時の野口会長から会長のお話をいただきま

したが、最初は受けるつもりはなく、何度か言われや

っと引き受ける決意をいたしました。今年度を振り返

りますと、まず8月に短期青少年交換留学生の受入れ

がございました。西川姉妹クラブ委員長は1年目なが

ら IM を開催し皆さまの協力を得て、大成功に終わっ

たと思います。その間に開催された暑気払いは、古財

親睦活動委員長が西川姉妹クラブ委員長とタッグを

組み、「わらべ」にも来ていただきまして楽しい会と

なりました。10月の観月会も趣向を凝らし代継宮で開

催しました。また、今村会員に会長ノミニーをお願い

したところ快く引き受けていただきました。12月に年
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次総会、3月はオハイエの音楽祭と地区大会、これは

皆さまの協力なしでは成功できませんでした。さすが

熊本南ロータリークラブだと感じました。そして4月

に大変なことが起こりました。熊本地震発生。震度7

が2回もあるという、まさか熊本でこのような災害が

起こるとは思っておりませんでした。会長としての登

壇は今日が最後となります。皆さまにご協力いただき、

1年間このクラブを守ることができました。会長職を

全うすることができたことに感謝し、退任の挨拶とさ

せていただきます。1年間ありがとうございました。 

 

○副会長（久峨章義君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。今年度、後藤会長はほぼ休ま

れていませんので、副会長として非常に楽をさせてい

ただきました。私は後藤会長が入会する 3 年前に退会

されました中川会員、舟木会員の推薦を受け入会いた

しました。入会当時は会員数 100 名以上、そうそうた

るメンバーがいらっしゃいましたので、どこに座った

らいいのか悩むような状況でした。その頃に比べると

フランク、フレンドリーで、若い会員も多く入会して

いただき、それはそれでよいことだと思います。後藤

会長は非常に緻密な方ですので、私が会長を務めた年

度は幹事をお願いしておりましたが、その時も大変助

けていただきました。今期一番残念だったのはもちろ

ん熊本地震が起こったことですが、その影響で米軍音

楽隊コンサートを中止せざるを得なかったことです。

素晴らしバンドですので、いつかまた開催されること

を期待しております。また、今年度 野田ガバナーに

おかれましては、大変な思いでガバナー職を全うされ

たと推察いたします。体調を崩されたと伺いました。

療養に専念していただき、ぜひ早く復帰していただけ

ればと思います。また、次年度 漆島会員は大変な時

期に会長職に就かれますが、このクラブを束ねがんば

っていただきたいと思います。同じく藤木会員も大変

だと思いますが、藤木御船町長でしたら早期の復興が

必ずできると思っております。熊本南ロータリークラ

ブは他の会に負けない素晴らしい会です。今後もみん

なで盛り上げ発展させていきましょう。1 年間ありが

とうございました。 

 

 

 

 

○幹事（吉永彰一君） 

 

 

 

 

 

まず、今年度 1 年間、本当にお世話になりました。

私も久峨会員に推薦していただき入会いたしました。

1 年余り前ですが、久峨会員より後藤会員が会長職を

受けるよう説得して欲しいとの電話がございました。

後藤会員に電話したところ、幹事は誰がするのかとい

う話になり、私しかいないでしょうと申し上げました。

その後、後藤会員が会長職を受けることとなり、この

場に立っております。去年は九州学院の PTA会長を仰

せつかりっておりましたので、こちらと重なり後藤会

長には大変ご迷惑をおかけしたかと思います。私はこ

こ数年例会を休みがちでしたが、今期は幹事という大

役でしたので、がんばってホーム例会 100％出席いた

しました。ですので、出席率の悪い方は是非幹事をさ

れたらと思います。後藤会長は大変緻密な方ですので、

各委員会には協議会や勉強会で細かいお願い等させ

ていただきました。皆さまのご理解、ご協力に感謝申

し上げます。次年度 漆島年度もがんばって出席いた

しますので、どうぞよろしくお願いいたします。1 年

間ありがとうございました。 

 

【例会予定】 

7/11 常任委員長就任挨拶 

7/18 定款に基づき休会 

 7/25 寿崎奨学会紹介・奨学金交付式 

 

✩RI 2016-17 年度 会長テーマ✩ 

「人類に奉仕するロータリー」 

ジョン F. ジャーム国際ロータリー会長は、2016-17

年度のテーマとして「人類に奉仕するロータリー」を

選びました。社会貢献への熱意をもつ職業人が集うロ

ータリー独自の力を生かせば、大きな目標も達成でき

る、とするジャーム会長。「世界でもっと大きな『よ

いこと』をする推進力となるために、固い決意でポリ

オ撲滅を成し遂げ、ロータリーをさらに前進させなが

ら、これまでの成功をバネに飛躍するときが来たので

す」と述べています。 

 

 

 

 

 

 

 


