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16-17年度 漆島典和会長・渕田俊郎副会長・坂本研一幹事、1年間よろしくお願いします！  

出席報告（木村仁治君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６２名 ４６名 79.31％   ８０.７０％ 

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） 

 

例会変更のお知らせ 

○東南 RC～新年度家族会のため時間変更 

[変更前] 7月20日（水）１2：30～ 

[変更後] 7月20日（水）１8：30～ 

○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」 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。後藤 博前会長より引き継ぎまし

て、本年度１年間会長を務めさせていただきます漆島で

す。どうぞよろしくお願いいたします。会長就任挨拶は後

ほど行いますので、この時間はガバナー月信のご報告

をさせていただきます。本年度 RI 第 2720 地区 ガバナ

ーは前田眞実（大分キャピタル RC）氏です。前田ガバナ

ーは今回の熊本地震発生に伴い、ロータリー熊本地震

総合支援室を立ち上げられました。6月 20日時点で約 2

億円の義援金が寄せられています。寄せられた義援金

につきましては、より多くの人の意見を聞き、迅速に対

応、判断されるとのとこですが、判断基準は被災者のた

めになるかどうかと公正公平です。1932 年にハーバート

J・テーラーが創案した 4つのテストに基づき判断したいと

のことです。今年度は熊本地震の影響により、通常通りと

はならない部分も多々あると思います。会員の皆さま方

もまだ大変かと思いますが、少しでも復旧・復興の一助

になる活動ができたらと思っております。1 年間ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.常任委員長 就任挨拶 

         

        

 

              

  

        

  
 

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 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 

８/４-９ 短期青少年交換留学事業 

in 台北 

      

 

第 1 回例会記録（通算第 2691 回）  

平成 28（2016）年７月４日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

ございません 
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○水前寺公園 RC～納涼親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 7月27日（水）１2：30～ 

[変更後] 7月27日（水）１8：30～ 

[場  所] 未定 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.宇佐 RC より「創立50周年記念式典のご案内」が届いてお

ります。参加希望の方は登録申込書にご記入をお願いい

たします。 

 

前会長・幹事へ記念品の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤 博前会長・吉永彰一前幹事、1年間お疲れさまで

した！ 

 

感謝状の授与 

 

 

 

 

 

 

2015-16年度 ロータリーの友地区代表委員感謝状の授

与がございました。高宮 宏会員、1年間お疲れさまで

した！ 

 

委員会報告 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。姉妹クラブ委員長を拝命しま

した馬場です。今年度も台北大同扶輪社との更なる交

流を図っていきたいと思っております。1年間、どう

ぞよろしくお願いいたします。8/4-9短期青少年交換

留学事業につきましてお知らせです。本日、参加留学

生及び引率者リストと日程をお配りしておりますの

でご確認ください。また、7/25（月）14：00より、ホ

テル日航熊本「アソシェッド」にて旅行説明会を開催

いたします。留学生と保護者の方、及び引率で参加さ

れる方はご出席をお願いいたします。その際に海外傷

害保険に加入される方は手続きをお願いします。尚、

出発の1ヶ月前となりましたので、これからの取り消

しはキャンセル料が発生いたします。ご注意ください。

また、7/7（木）に姉妹クラブ委員会 IM を開催いたし

ますので、関係各位はご参加をよろしくお願いいたし

ます。 

 

●IAC 委員会（藤見泰之君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。前年に引き続き、IAC 委員長

を仰せつかりました藤見です。どうぞよろしくお願い

いたします。IAC 委員会より第32回年次大会のご案内

です。今大会は熊本南 RC と国府高校 IAC がホストク

ラブとなり、ここホテル日航熊本にて開催されます。

多数のご参加をお待ちしております。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

（詳細は下記のとおり） 

【日  程】2016年7月31日（日）10：30～受付開始 

【場  所】ホテル日航熊本 5F 「天草」 

【テーマ】First Step 2016 

【登録料】4,000円/ロータリアン 

                      

◆2015-16年度 地区幹事報告（堀川貴史君） 

  

 

 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。6月30日をもちまして、野田

ガバナー年度が無事終了いたしました。最後1週間ほ

ど、野田会員の体調不良により行事に参加できません

でしたが、何とか業務を遂行することができました。

これも熊本南 RC 会員の皆さまのご支援の賜物と心か

ら感謝申し上げます。また、2013-14年度・2014-15年
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度、会員の皆さまより地区幹事・地区副幹事の活動費

用として合計1,200,000円の支援金を頂戴しました。

有効に使わせていただき、残高が45,000円ほどござい

ました。この分に少し足し、50,000円を今回新たに承

認されました「特別積立金」へ入金させていただきま

すので、今後の活動に役立てていただければと思いま

す。ご支援・ご協力、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スマイルボックス（西川尚希君） 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・北口 誠君 

本年度の執行部一同、精一杯務めさせていただきます。

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・藤見泰之君 

漆島丸の出航にふさわしい晴天です。これで梅雨も明

けたかも？2年間も席が決まっているとどこに座って

いいか分かりません。 

  

○寿崎 肇君 

後藤会長様はじめ、理事役員の方々の前2015-16年度

は大きな功績を残した1年間でした。特に地区大会や

会員増強など、地区に誇るべき1年でした。7月1日ガ

バナー会議に出席、杉谷 RI理事退任挨拶などでした。

残念なのは野田ガバナーがいませんでした。1日も早

い回復をお祈りいたします。毎日元気に過ごさせてい

ただくことに感謝いたします。ありがとうございます。 

 

○田川憲生君 

後藤会長他、執行部の皆さん、お疲れさまでした。漆

島年度の始まりです。大変でしょうが頑張ってくださ

い。 

 

○堀川貴史君 

新年度第1回例会開催おめでとうございます。漆島会

長はじめ、役員の皆さま、1年間どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

○山内昭徳君・永井富士雄君 

漆島年度のスタート、おめでとうございます。復旧・

復興と重なり大変な年であると思いますが、体に気を

つけて頑張ってください。応援しています。 

○野口泰則君・喜讀宣友君 

いよいよ期待の漆島丸、出航おめでとうございます。

坂本幹事、執行部の皆さま、熊本南 RC のお世話を1年

間よろしくお願いいたします。この年にされるのも神

様の思し召しなのでしょう。熊本の復興のため、共に

頑張っていきましょう。 

 

○今村浩昭君・古財良一君・園田修司君・星野誠之君 

  三角雄介君・井上雅文君・坂本幸樹君・西川尚希君 

  告坂和紀君 

  漆島会長、坂本幹事、執行部の皆さま、1年間大船に

乗せていただきます。よろしくお願いします。 

 

○杉光定則君  Ⅱ 

  2016-17年度の新体制スタートを私自身の誕生日を兼

ねてスマイルさせていただきます。誕生日は7月17日

です。新年度もよろしくお願い申し上げます。 

 

○園田修司君 

先日、同窓会のイベントで必要となりました尾頭付き

を永井会員に頼んだところ、立派な天然の鯛をご準備

いただきました。ロータリーの友情に感謝するととも

に、やっぱり魚は魚萬生駒さんが一番だと改めて思い

ました。 

   

●就任挨拶 

○会長（漆島典和君） 

  

 

 

 

 

  私が入会しましたのは平成15年8月1日です。杉田会

員・渕田会員に推薦いただき、来月でちょうど13年に

なります。父も熊本江南 RC の会員ですので、子供の

頃から家族会等のイベントに参加させていただいて

おり、ロータリークラブに対して馴染みがございまし

た。入会当時39才で、同じ年は堀川貴史会員のみでし

たので、諸先輩方に囲まれ大変緊張していたことを覚

えています。 

さて、今年度地区のスローガンは「学ぶ・守る・育

てる・未来に向けて」です。具体的な取り組みは①ロ

ータリー財団100周年を記念した事業の推進②会員増

強 実質3％UP③職業奉仕について学ぶ④IT について

学ぶ⑤ロータリーの基本について学ぶ⑥青少年奉仕

活動の充実⑦グローバル補助金を使った事業の推進

⑧地区職業奉仕プロジェクトの実施⑨地区運営の明

文化⑩E クラブの立ち上げ⑪地区学友会の立ち上げ⑫
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表彰の充実です。ご承知のとおり、熊本地震発生によ

り多少の変更があるかもしれませんが、これらを軸に

取り組むこととなります。また、今年度各委員長は若

手の方も多く、基本的には各委員会で自由に楽しく活

動をしていただきたいと思います。ロータリーは世界

的なクラブですので、海外クラブのメーキャップに参

加された方もいらっしゃいますが、このロータリーバ

ッジを付けているだけで初めて会う方とも何となく

仲間のような気がいたします。今年度、出席率の更な

る向上を目指しておりますので、ホーム参加はもちろ

ん、積極的にメーキャップにも参加いたただきたいと

思います。また、会員増強にも力を入れたいと思って

おりますが、地震の影響もございます。目標70名です

が、あまり無理をせずいきたいと考えております。皆

さまのご指導ご鞭撻をいただき、1年間精一杯務めさ

せていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○副会長（渕田俊郎君） 

 

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。今期副会長を仰せつかりまし

た、渕田でございます。漆島会長とは平成15年に杉田

辰彦会員と私が推薦をさせていただきました。そのご

縁で今回副会長のご指名をいただきました。今期は4

月14日と16日に地震が発生し、会長方針でも述べられ

ていますが、公私ともに復旧・復興に力を注ぐ年度だ

と思います。微力ではございますが、しっかり努めて

まいりたいと思います。1年間どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

○幹事（坂本研一君） 

 

 

 

 

 

今年度幹事を仰せつかりました、坂本でございます。

入会7年目です。今年度各委員長は若手の方を多く選

ばせていただきました。地震の影響で皆さん会社の方

がお忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。

今年度は地区スローガンでもあります「守る」という

言葉を大事したいと考えております。何を守るか、ま

ずは会長を守ります。次に各委員長を守る、それから

若手会員を守る、そして先輩会員には可愛がられる、

をモットーにやっていこうと思います。そうすること

で熊本南 RC を守ることに繋がるのではないかと考え

ます。今年度各委員長と副委員長の紹介をいたします。 

今年度1年間、幹事として頑張ってまいります。皆さ

まどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

【例会予定】 

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 

 

委員会 委員長 副委員長 

会員維持増強 喜讀宣友 鎌田 剛 

 R情報 吉永 彰一 坂本 研一 

 クラブ広報 井上 雅文 桑原 幸雄 

 雑 誌 永井 富士雄 向臺 行雄 

クラブ管理運営 玉田 光識 坂本 幸樹 

 出席 木村 仁治 田代 文明 

 プログラム  古財 良一 杉光 定則 

 スマイル 西川 尚希 告坂 和紀 

 親睦活動 坂本 幸樹 三角 雄介 

 会計 星野 誠之 玉田 光識 

 S.A.A. 高宮 宏 園田 修司 

奉仕プロジェクト 今村 浩昭 喜讀 宣友 

 職業奉仕 水野 東洋 玉田 光識 

 社会奉仕 山本 円 古財 良一 

 青少年奉仕 丸山 浩之 馬場 大介 

  RAC 北口 誠 三角 雄介 

  IAC 藤見 泰之 原 裕一 

 国 際 奉 仕 三角 雄介 坂本 幸樹 

  世界社会奉仕 野口 泰則 齋籐直信 

今村浩昭 

  姉妹クラブ 馬場 大介 井上 雄一朗 

 米山奨学会 園田 修司 木村 仁治 

 R寿崎奨学会 杉光 定則 馬場 大介 

 R財団 原 裕一 告坂 和紀 


